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１ 推進計画策定の趣旨 

「北広島市総合計画（第 5次）」は、本市のまちづくりの基本的方向である「基本構想」、めざす

都市像を実現する手段や基本的な施策を示す「基本計画」、施策を効果的に実施する「推進計画」

の 3層で構成されています。 

  推進計画は、基本計画に掲げた施策を効果的に実施するための具体的事業や活動について年次

的に示した計画であり、毎年、年次的計画を順次改訂し、見直しを行っていく方式（ローリング方

式）によって策定します。 

  なお、推進計画の事業内容や事業費は、国・北海道の補助動向や行財政計画の影響、更には社会

経済情勢の変化により、今後変動する可能性があります。 

 
 
 
 
 図－2【第 5次総合計画の構成】 
  

 本市のまちづくりの基本的方向（まちづくりのテーマ、めざす都
市像、将来人口、基本目標、土地利用及び施策の体系）を示すもの
で、議会の議決を経て策定しています。 
計画期間は、長期的な視点に立ったまちづくりを進める必要があ

ることから、平成 23年度(2011 年度)～令和 2年度(2020 年度)の 10
年間としています。 

基本構想に掲げる将来像を実現するための施策を体系的に示すと
ともに、政策（45 項目）の目的、方針や主要な施策（132 項目）を
示すもので、計画期間は平成 23 年度(2011 年度)～令和 2年度(2020
年度)の 10 年間としています。 
また、分野の異なる施策を横断的にまとめ、一体的に取り組む 3

つの重点プロジェクトも示しています。 
（平成 27年度(2015 年度)に中間年度の見直しを実施） 

基本計画に示された施策を効果的に実施するための具体的事業や
活動を示した短期計画（2020 推進計画では 1年間）です。 
事業の評価結果や財政状況等を踏まえ、毎年ローリングして策定

し、毎年度の予算編成に反映させます。 

 
 
 

Ⅰ ２０２０推進計画について 

基本構想 
（Ｈ23～Ｒ2） 

10 か年のビジョン 

基本計画 
（Ｈ23～Ｒ2） 

施策の総合的・体系的計画 

推進計画 
（3 か年計画のローリング方式） 

具体的事業計画 
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２ 期 間  

 

３ 推進計画の対象とした事業 

  推進計画への計上事業は、前回の 2019 推進計画を総合的に調整しながら、総合計画（第 5 次）

の基本計画に揚げた施策を実現するための事業を中心に事業手法や実施時期等、事業内容を十分

に精査した上で複数の事業の組み合わせや、他部署間の横断的な取組についても勘案しながら真

に必要な事業を採択しました。 

  特に、新規事業及び拡大事業については、事業内容の緊急度、重要度、熟度や市民協働の機能の

有無、市民や議会の要望や意見等の反映を考慮して採択しました。 

  また、ハード事業については、総合計画最終年度である令和 2 年度までに整備すべき案件を基

に必要性や優先度、熟度等を検討して採択しました。  

2



４ 推進計画の進行管理 

 推進計画の進行管理においては、政策評価の結果とも連動させた事業の点検・評価を行い、ＰＤ

ＣＡ（計画-実行-評価-改善）のマネジメントサイクル（図-2 参照）を充実させるとともに、総合

計画指標や事務事業評価結果の活用も図りながら、推進計画の進行状況を管理します。 

 推進計画は、このマネジメントサイクルの中では、「Ｐ：計画」に該当するものです。具体的に

は、「Ｄ：実行」として当該年度の事務事業を実施しながら、前年度における事務事業の実施状況

や当年度における事務事業の実施状況について「Ｃ：評価」を行い、目標を達成するために必要な

「Ａ：改善」を盛り込み，令和 2年度(2020 年度)の「Ｐ：1か年の事業計画」としてまとめたもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 推進計画の進行管理体制 

 推進計画の進行管理は、市民参加による効率的で効果的な推進に寄与することを目的とした 

5 名の委員による「総合計画推進委員会」及び市職員で構成する「総合計画庁内推進会議」で行

います。 

図-2 【ＰＤＣＡ（計画-実行-評価-改善）】の仕組

見直し・改善による推進計画の修正 

事業の実施 
 
適正な予算執行 

施策、事業に対する評価 
 
事業の進行状況の把握 

推進計画の策定 
 
推進計画に基づく予算編成 
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６ 2020 推進計画策定に当たって 

 

 2020 推進計画は、現総合計画（第 5 次）における計画期間の最終年度であることから、現在策

定作業中の第 6 次総合計画を見据えるとともに、市が直面する課題や市民ニーズ等を考慮し、次

に掲げる方向性に基づき策定しました。 
 
 

(1) 定住人口の増加 

人口対策は、これからの持続的な都市経営にとって重要なポイントであることから、「住みた

いまち・住み続けたいまち北広島」の魅力を発信して、市外や道外から人を呼び込むための事業

をはじめとして、関係人口の増加、子育て支援及び教育環境の充実、住環境の整備、雇用対策や

新規ビジネスの創出、企業誘致、未利用市有地の活用等、様々な人口増加に向けた施策を展開し

ます。また、本市のめざす都市像の実現に大きく寄与する北海道日本ハムファイターズと連携し

たボールパーク構想に関する事業等も計画的に進めます。 

 

(2) 地域経済の活性化 

   安定した雇用の場の確保、購買力の市外への流出抑制や地域商店街の振興など地域経済の活

性化に向けて、企業誘致の強化による雇用の創出や北広島の魅力発信による交流人口の増加、

地域に潤いをもたらす地場産業の育成・支援などの施策を進めます。 

 

(3) 安全で安心なまちづくり 

東日本大震災や北海道胆振東部地震などにより、市民の防災に対する関心が高まっています。

震災の教訓を踏まえた様々な防災・減災対策に取り組むとともに、橋梁の長寿命化やインフラの

適正な維持管理による良好な生活環境の提供、公共施設等の老朽化への対応など、安全で安心な

まちづくりを進めます。 

 

(4) 健全な行財政運営 

本市が直面している人口減少や少子高齢化の進行により、歳入については、大幅な伸びが見込

めない状況にあります。また、歳出については、社会保障関連費の増加傾向が続くとともに、老

朽化した公共施設の維持・修繕の対応が求められるなど、非常に厳しい局面が想定されることか

ら、持続可能で質の高い行財政運営を進めていく必要があります。限られた財源の中で効果的に

施策を実施していくため、事業の見直しと優先順位付けを行い、部局を越えたスクラップ＆ビル

ドを図った計画としています。 
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７ 2020 推進計画の事業数等 

   

市民満足度の向上や今日的な課題に対応するため、事業が持つ性質、市民等からの要望、緊急

度、事業の有効性・効率性などを重視して精査した結果、次に掲げるとおり新規事業として 22

事業、継続事業として 355 事業、継続事業のうち拡大事業として 6 事業を計上し、全 377 事業

となりました。 

 

 

 

項 目 事業数 事業費 

 新規事業 22 事業 331,271 千円 

 継続事業 355 事業 16,976,182 千円 

 うち拡大事業 6 事業 105,843 千円 

2020 推進計画事業 377 事業 17,307,453 千円 

 

 

(2019 推進計画≪平成 31 年度～令和 2年度≫の 391 事業から、14 事業の減となっています。) 
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８ 施策体系 

　災害復興

　第6章　にぎわい・活力のあるまち　＜行財政運営・地域＞

第1節　地方創生の推進
第2節　市民参加・協働の推進
第3節　男女共同参画の推進

第4節　行財政運営・行革の推進
第5節　広域連携の推進

北広島市総合計画（第5次）　まちづくりのテーマ「自然と創造の調和した豊かな都市」
　　　　　　　　　　　　　　　　めざす都市像「希望都市」「交流都市」「成長都市」

　第4章　活気ある産業のまち　＜産業・労働＞

第1節　農業の振興
第2節　工業の振興
第3節　商業の振興

第4節　企業誘致・創業支援
第5節　観光の振興
第6節　労働環境の整備

　第5章　快適な生活環境のまち　＜生活・都市基盤＞

第1節　市街地整備の推進
第2節　居住環境の充実
第3節　道路の整備
第4節　交通の充実
第5節　水道の整備

第6節　下水道の整備
第7節　都市景観の形成
第8節　情報化の推進
第9節　情報公開・広報広聴の充実

第1節　「生きる力」を育む学校教育の推進
第2節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進
第3節　家庭・青少年健全育成の推進
第4節　社会教育の充実
第5節　歴史の継承と創造

第6節　読書活動の充実
第7節　芸術文化の振興
第8節　スポーツ活動の推進
第9節　大学との連携
第10節　交流の促進

　第3章　美しい環境につつまれた安全なまち　＜環境・安全＞

第1節　環境の保全
第2節　廃棄物対策の推進
第3節　水と緑の空間の充実
第4節　防災体制の充実
第5節　消防・救急体制の充実

第6節　交通安全の推進
第7節　防犯体制の推進
第8節　消費生活の安定
第9節　平和と人権尊重社会の推進

第1節　健康づくり・地域医療の充実
第2節　地域福祉の推進
第3節　子育て支援の充実

第4節　障がい福祉の充実
第5節　高齢者福祉・介護の充実
第6節　社会保障制度の充実

　第1章　支えあい健やかに暮らせるまち　＜健康・福祉＞

　第2章　人と文化を育むまち　＜教育・文化＞

　重点プロジェクト

　1　子育て支援・人づくりプロジェクト
　2　にぎわい・魅力づくりプロジェクト
　3　住みたくなる地域づくりプロジェクト
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  総合計画（第 5 次）では、「まちづくりのテーマ」と「めざす都市像」を実現するため、総合

計画に示されている基本計画の分野別計画（第 1 章～第 6 章）に掲げる施策を推進していきま

すが、その中でも特に重点的、戦略的に取り組むべき施策について「重点プロジェクト」を設定

し、推進していきます。 

 

総合計画における重点プロジェクトは、分野の異なる施策や事業を一体的に展開することで、

分野を横断した総合的な成果を上げることをめざしており、分野別計画に掲げる全施策の先導的

な役割を果たすものです。 

 

子育てしやすい環境や多様な分野で活躍する人材の育成、地域の特性を生かした交流の促進、

住みやすい住環境や利便性の高い交通など本市の魅力を磨き、市内外へ積極的に発信することに

より、交流人口や定住人口の増加を図り、持続可能な都市経営を行うため、次の 3 つのプロジェ

クトを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Ⅱ 重点プロジェクト 

１ 子育て支援・人づくりプロジェクト   
 
２ にぎわい・魅力づくりプロジェクト 
 
３ 住みたくなる地域づくりプロジェクト 
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●展開方針 

  子どもを安心して生み、健やかに育てられる環境づくりを進めることにより、地域に活力を与

え、子育て世代が住み続けたいまちを実現していきます。 

子どもは社会の宝であり、未来への希望です。仕事と子育ての両立の支援、教育環境の整備、地

域全体で支える子育てなど、市民ニーズや社会情勢に対応した積極的な施策を展開します。 

  また、すべての市民がいきいきと暮らし、充実した毎日を送ることができる環境をつくるため、

生きがいや心の豊かさを求めるすべての世代の学習機会を充実し、多様な分野における人づくり、

地域の活性化につながる人づくりを進めます。 

  次の「安心できる子育て」、「健やかな子どもの教育」、「いきいきとした人づくり」を主要な取組

とし、具体的な取組に横断的に取り組むことにより、このプロジェクトの総合的な達成を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 安心できる子育て ＜19 事業＞ 

妊娠・出産・育児に関

す る 相 談 や 保 健 指

導・助成を実施します 

1 章 1 節 妊産婦保健推進事業（健康推進課） 

1 章 1 節 乳幼児保健推進事業（健康推進課） 

1 章 1 節 小児科誘致推進事業（健康推進課） 

1 章 1 節 子育て世代包括支援センター事業（健康推進課） 

1 章 3 節 ファミリー・サポート・センター事業（地域子育て支援センター） 

1 章 3 節 地域子育て支援センター運営事業（地域子育て支援センター） 

1 章 3 節 シルバー子育てサポート事業（地域子育て支援センター） 

1 章 3 節 子ども・子育てサービス利用者支援事業（地域子育て支援センター） 

1 章 6 節 子ども医療費助成（保険年金課） 

6 章 1 節 産科誘致推進事業（健康推進課） 

6 章 1 節 妊婦健康診査通院支援事業（健康推進課） 

6 章 1 節 特定不妊治療助成事業（健康推進課） 

１ 子育て支援・人づくりプロジェクト 

子育て支援・ 

人づくり 

プロジェクト 

（１）安心できる子育て 

    ＜19 事業＞ 

（2）健やかな子どもの教育 

     ＜17 事業＞ 

（3）いきいきとした人づくり 

     ＜10 事業＞ 

◆妊娠・出産・育児に関する相談や

保健指導・助成を実施します 

◆子育てニーズに対応する保育サ

ービスを提供します 

◆子どもの居場所づくりを進めま

す 

◆学びがいのある学校教育を推進 

 します 

◆体験学習や環境教育を進めます 

◆不登校への対応と学校、地域、 

 保護者との連携を進めます 

◆生涯学習活動を支援し、交流を 

 促進します 

◆人権尊重、男女共同意識等の啓 

 発を進めます 

46 事業 
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子育てニーズに対応

する保育サービスを

提供します 

1 章 3 節 保育園一時預かり事業（子ども家庭課） 

1 章 3 節 病児緊急預かり事業（子ども家庭課） 

1 章 3 節 幼稚園一時預かり事業（子ども家庭課） 

6 章 1 節 多子世帯子育て支援事業（子ども家庭課） 

子どもの居場所づくり

を進めます 

1 章 3 節 児童館整備事業（子ども家庭課） 

1 章 3 節 協働事業出張型ひろば事業（子ども家庭課） 

3 章 3 節 都市公園整備事業（都市整備課） 

  

(2) 健やかな子どもの教育 ＜17 事業＞ 

学びがいのある学校

教育を推進します 

2 章 1 節 幼保小連携推進事業（教育総務課） 

2 章 1 節 地域に根差した特色ある学校教育推進事業（学校教育課） 

2 章 1 節 学校図書館活用事業（学校教育課） 

2 章 1 節 特別支援教育推進事業（学校教育課） 

2 章 1 節 外国語指導助手活用事業（学校教育課） 

2 章 2 節 学校支援地域本部事業（社会教育課） 

6 章 1 節 小中一貫教育推進事業（小中一貫・教育施策推進課） 

体験学習や環境教育

を進めます 

2 章 1 節 英語検定等支援事業（学校教育課） ←2020 推進計画から掲載 

2 章 1 節 学校教育振興事業（教育総務課）   

3 章 1 節 環境啓発推進事業（環境課） 

3 章 3 節 緑の活動拠点運営事業（都市整備課）   

4 章 1 節 食農教室事業（農政課） 

不登校への対応と学

校、地域、保護者と

の連携を進めます 

2 章 1 節 心の教室相談事業（学校教育課）  

2 章 3 節 不登校いじめ対策・教育相談事業（学校教育課） 

2 章 3 節 青少年健全育成事業（学校教育課） 

2 章 3 節 青少年安全対策事業（学校教育課）  

2 章 3 節 家庭教育支援事業（社会教育課） 

 

(3) いきいきとした人づくり ＜10 事業＞ 

 

生涯学習活動を支援

し、交流を促進します 

2 章 4 節 生涯学習市民活動団体支援事業（社会教育課） 

2 章 4 節 生涯学習振興会支援事業（社会教育課） 

2 章 4 節 元気フェスティバル連携事業（社会教育課） 

2 章 6 節 図書館サービス提供事業（文化課）  

2 章 6 節 図書館フィールドネット連携事業（文化課） 

2 章 7 節 文化団体活動支援事業（文化課）   

2 章 7 節 市民文化祭奨励事業（文化課） 

2 章 8 節 市民スポーツ活動推進事業（社会教育課） 

人権尊重、男女共同

意識等の啓発を進め

ます 

3 章 9 節 人権意識の普及啓発事業（市民課） 

6 章 3 節 男女共同参画推進事業（市民参加・住宅施策課） 
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●展開方針 
  本市の魅力の向上に取り組むことにより、まちのにぎわいを創出し、持続可能な都市を実現し

ていきます。 

イベントや観光、農業、商工業などさまざまな分野の取組を有機的に結び付け、地域特性を生か

して、市内外の人・もの・情報の交流を促進し、まちのにぎわいを創出します。 

また、身近な観光資源などまちの魅力を発掘し、市内外にＰＲして、交流人口や定住人口の増加

を図り、活力あるまちづくりを展開します。 

次の「魅力づくりと情報の発信」、「にぎわいの創出と交流の促進」、「活気ある産業の創造」を主

要な取組とし、各々に掲げる具体的取組に横断的に取り組むことにより、このプロジェクトの総

合的な達成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 魅力づくりと情報の発信 ＜7事業＞ 

観光資源や魅力を発

掘します 

2 章 5 節 エコミュージアム普及推進事業（エコミュージアムセンター） 

4 章 5 節 観光振興事業（観光振興課） 

4 章 5 節 都市型観光推進事業（観光振興課） 

市内外へ情報を発信

します 

5 章 9 節 広報紙発行事業（政策広報課） 

5 章 9 節 コミュニティＦＭ広報事業（政策広報課） 

5 章 9 節 協働事業きたひろ TV 推進事業（政策広報課） 

6 章 4 節 シティセールス推進事業（政策広報課）  

 

 

にぎわい・ 

魅力づくり 

プロジェクト 

（１）魅力づくりと情報の発信 

     ＜7 事業＞ 

（2）にぎわいの創出と交流 

   の促進 ＜9 事業＞ 

（3）活気ある産業の創造 

     ＜10 事業＞ 

◆観光資源や魅力を発掘します 

◆市内外へ情報を発信します 

◆イベントなどを促進します 

◆交流を促進します 

◆新産業の創出やコミュニティビ 

 ジネスの育成、地域商業の振興 

 を図ります 

◆グリーンツーリズムや食の安全 

 の取り組みを推進します。 

26 事業 

２ にぎわい・魅力づくりプロジェクト 
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(2) にぎわいの創出と交流の促進 ＜9事業＞ 

イベントなどを促進し

ます 

2 章 7 節 芸術文化ホール運営委員会連携事業（文化課） 

2 章 8 節 きたひろしま 30ｋｍロードレース連携事業（社会教育課） 

4 章 5 節 観光振興事業（観光振興課） 

交流を促進します 

2 章 9 節 大学連携推進事業（企画課） 

5 章 1 節 駅周辺まちづくり推進事業（企画課） 

5 章 1 節 エルフィンパーク活用事業（市民課） 

5 章 4 節 レンタサイクル事業（土木事務所） 

6 章 1 節 東京北広島会運営事業（企画課） 

6 章 1 節 駅西口周辺エリア活性化事業（企画課） ←2020 推進計画から掲載 

 

(3) 活気ある産業の創造 ＜10 事業＞ 

グリーンツーリズムや

食の安全の取組を推

進します 

1 章 1 節 食育推進事業（健康推進課） 

2 章 1 節 食に関する指導の推進事業（学校給食センター） 

4 章 1 節 食農教室事業（農政課） 

4 章 1 節 菜園パーク促進事業（農政課） 

4 章 1 節 グリーンツーリズム推進事業（農政課） 

新産業の創出やコミ

ュニティビジネスの育

成、地域商業の振興

を図ります 

4 章 3 節 地域商店街活性化事業（商工業振興課） 

4 章 3 節 小規模事業指導推進事業（商工業振興課） 

4 章 4 節 企業誘致推進事業（商工業振興課） 

4 章 4 節 創業促進支援事業（商工業振興課） 

6 章 1 節 六次産業化等支援事業（農政課） 
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●展開方針 
  現在の優れた住環境を維持し、地球環境にも配慮しながら、ともに支えあい、だれもが住みたく

なる地域づくりを進め、市外からの移住などを促進します。 

  身近な生活課題に的確に対応していくためには、行政だけではなく、地域住民や事業者、市民団

体などが連携・協力していくことが必要です。市民自らが地域の担い手となるコミュニティづく

りを進めるとともに、多彩なネットワークを構築しながら、安心して快適に暮らせる地域づくり

のための施策を展開します。 

  次の「ともに支えあう地域づくり」、「住みよい環境づくり」、「利用しやすい交通」、「地球環境へ

の配慮」を主要な取組とし、各々に掲げる具体的取組に横断的に取り組むことにより、このプロジ

ェクトの総合的な達成を図ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）ともに支えあう地域 

   づくり ＜16 事業＞ 

（2）住みよい環境づくり 

     ＜9 事業＞ 

（3）利用しやすい交通 

     ＜6 事業＞ 

◆各種相談の連携を進めます 

 虐待等を防止します 

◆地域の安全に関する活動やコミ

ュニティを促進します 

◆住宅地の緑化を進めます 

◆高齢者や障がい者などだれもが 

 住みやすい環境をつくります 

◆地域の除排雪を支援します 

◆地域交通対策を進めます 

（4）地球環境への配慮 

     ＜11 事業＞ 

◆省エネやエコを進めます 

◆緑の保全や景観づくりを進めま 

 す 

３ 住みたくなる地域づくりプロジェクト 

住みたくなる 

地域づくり 

プロジェクト 

42 事業 
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(1) ともに支えあう地域づくり ＜16 事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 住みよい環境づくり ＜9事業＞ 

住宅地の緑化を進め

ます 

3 章 3 節 緑化推進事業（都市整備課）  

3 章 3 節 都市公園整備事業（都市整備課） 

5 章 3 節 街路樹補植事業（土木事務所） 

高齢者や障がい者な

どだれもが住みやす

い環境をつくります 

1 章 5 節 認知症高齢者等 SOS ネットワーク事業（高齢者支援課） 

1 章 5 節 地域支え合い体制づくり事業（高齢者支援課） 

4 章 3 節 住宅リフォーム支援事業（市民参加・住宅施策課） 

4 章 3 節 買物不便者対策事業（商工業振興課） 

6 章 1 節 住み替え支援事業（市民参加・住宅施策課） 

6 章 1 節 空き家流動化促進事業（市民参加・住宅施策課） 

 

(3) 利用しやすい交通 ＜6 事業＞ 

地域の除排雪を支援

します 

5 章 4 節 市道排雪支援事業（土木事務所） 

5 章 4 節 私道除雪支援事業（土木事務所） 

5 章 4 節 小型除雪機械貸出事業（土木事務所） 

地域交通対策を進め

ます 

5 章 1 節 自転車駐車場管理事業（土木事務所） 

5 章 4 節 生活バス路線確保対策事業（企画課） 

6 章 1 節 バス等利用支援事業（企画課） 

 

 

 

 

 

 

 

各種相談の連携を

進めます 

虐待等を防止します 

1 章 3 節 家庭児童相談室運営事業（子ども家庭課） 

1 章 3 節 母子・父子自立支援相談事業（子ども家庭課） 

1 章 3 節 子ども未来応援事業（子ども家庭課） 

1 章 4 節 障がい者相談支援事業（福祉課）  

1 章 5 節 高齢者総合相談支援事業（高齢者支援課） 

1 章 5 節 高齢者虐待防止ネットワーク事業（高齢者支援課） 

2 章 3 節 青少年安全対策事業（学校教育課） 

2 章 3 節 不登校いじめ対策・教育相談事業（学校教育課） 

3 章 8 節 消費者行政推進事業（商工業振興課） 

6 章 3 節 男女共同参画推進事業（市民参加・住宅施策課） 

6 章 4 節 市民法律相談事業（市民課） 

地域の安全に関する

活動やコミュニティを

促進します 

1 章 5 節 ミニデイサービス支援事業（高齢者支援課） 

3 章 6 節 交通安全推進事業（市民課）   

3 章 7 節 犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業（市民課） 

3 章 7 節 街路灯整備支援事業（市民課）   

6 章 2 節 地域コミュニティ推進事業（市民課） 
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(4) 地球環境への配慮 ＜11 事業＞ 

省エネやエコを進め

ます 

3 章 1 節 温暖化対策推進事業（環境課） 

3 章 1 節 環境啓発推進事業（環境課）   

3 章 1 節 環境保全事業（環境課） 

3 章 2 節 生ごみ処理事業（環境課） 

3 章 2 節 粗大ごみリユース事業（環境課） 

5 章 6 節 し尿処理事業（環境課） 

緑の保全や景観づく

りを進めます 

3 章 3 節 森林保全活用事業（都市整備課）   

3 章 3 節 輪厚川親水事業（都市整備課） 

3 章 3 節 緑化推進事業（都市整備課） 

3 章 3 節 緑の活動拠点運営事業（都市整備課） 

5 章 7 節 都市景観形成事業（都市計画課） 
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分野別計画は、令和 2年度(2020 年度)に実施する事業を施策体系別の章、節ごとに示したもので

す。章ごとの事業数及び見方は、次のとおりです。 

 

【分野計画の事業数】  
分     野 一般会計 

特別会計 

企業会計 
計 

第 1章 支えあい健やかに暮らせるまち 85 20 105 

第 2章 人と文化を育むまち 91 0 91 

第 3章 美しい環境につつまれた安全なまち 56 1 57 

第 4章 活気ある産業のまち 33 0 33 

第 5章 快適な生活環境のまち 42 8 50 

第 6章 にぎわい・活力のあるまち 38 0 38 

災害復興 3 0 3 

合     計 348 29 377 

 
【分野別計画の見方】  

事業名 

（担当課） 
事業内容 

計画計画 

2020 年度 
     

【継続事業】 
○◆事業 

(旧事業名) 
 

〔□○会計〕 

  

   課 事業費（千円） 1,000 

 
(1) 新規事業は   色  、拡大事業は     、終了事業は     で塗りつぶしています。 
 

(2) 事業名欄上段に【新規事業】【拡大事業】【終了事業】【継続事業】の事業区分を表記しています。 
 

(3) 事業名欄中段に、2020 推進計画で事業名を変更した場合は、その旧事業名を「(旧 ○○事業)」と

して表記しています。 
 

(4) 事業名欄下段には事業の会計区分を表記しています。 
 

(5) 事業費欄で、「繰越分」と表示している額は、2019 年度に措置された予算のうち、2020 年度に繰り

越される繰越明許費などを示しています。 
 

実施内容 

ﾋﾟﾝｸ色 黄色 

Ⅲ 分野別計画 

事業の概要説明 

灰色 
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第１章 
 

支えあい健やかに暮らせるまち 

＜健康・福祉＞ 
 

 

 

 

第１節 健康づくり・地域医療の充実 

第２節 地域福祉の推進 

第３節 子育て支援の充実 

第４節 障がい福祉の充実 

第５節 高齢者福祉・介護の充実 

第６節 社会保障制度の充実 

 

 

 

 

16



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育推進事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 88

第１節　健康づくり・地域医療の充実 施策１　健康づくりの推進

施策２　保健予防の推進

施策４　国民健康保険事業の適正な運営

【施策１　健康づくりの推進】

施策３　医療体制の充実

一般会計

健康づくり啓発事業

【継続事業】

２０２０年度

年度計画
事業内容

事業名
（担当課）

健康維持や生活習慣病予防のための講演会や健
康に関する情報提供を行う「健康情報展」、うつや
自殺予防についての啓発を行う「こころの健康講
座」を開催する。地域に健康の大切さを広める健
康づくり推進員の養成や活動を支援する。

健康情報展の開催
出前健康講座及びこころの健康講座の実施
健康づくり推進員の養成

【継続事業】

食に関する知識や食と健康との関連について啓
発を行う食育講演会や出前食育講座を開催する。
計画の進行管理にあたり、食育推進懇談会を開
催する。

健康づくり計画の策定

331事業費(千円)健康推進課

【継続事業】
生活習慣の改善や生活習慣病の適切な治療、受
診を促すため生活習慣病予防教室を開催する。
血液データなどから生活習慣病の重症化予防、
生活習慣の改善が必要な方に対して行う成人健
康相談を開催する。がん検診や結核検診の精密
検査未受診者などへの受診勧奨を行う事後指導
を実施する。

生活習慣病予防教室の開催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指導

生活習慣病予防事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 3,334

【継続事業】

6年間の第4次健康づくり計画が令和2年度に終了
することから、第5次健康づくり計画（令和3～8年
度）を策定する。

一般会計

健康推進課

健康づくり計画策定事業

事業費(千円) 3,415

17



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

健康推進課 事業費(千円) 20,705

【継続事業】

予防接種法に基づく定期予防接種（4種混合、2種
混合、BCG、ポリオ、麻しん風しん混合、子宮頸が
ん、ヒブ、小児用及び成人用肺炎球菌、インフル
エンザ、水痘、日本脳炎、Ｂ型肝炎）等を実施す
る。

定期予防接種の実施
（4種混合、3種混合、2種混合、ＢＣＧ、ポリオ、小児用
麻しん風しん混合、インフルエンザ、ヒブ、子宮頸が
ん、小児肺炎球菌、水痘、成人用肺炎球菌、日本脳
炎、Ｂ型肝炎、成人用麻しん風しん混合）

予防接種推進事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 111,848

予防接種推進事業

妊婦の健康管理の充実や経済的負担の軽減を図
るため、妊婦健康診査の費用助成を行う。妊娠中
の健康や出産・育児の正しい知識の啓発のため、
マタニティスクール、マタニティスクール両親コース
及びスクール終了後のクラス会を開催する。産後
うつや育児不安の早期発見につながる産婦健診
と産婦の心身回復と育児技術を学ぶ産後ケア事
業を行う。

【継続事業】

【継続事業】
胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、
前立腺がん、骨粗しょう症及び肝炎ウイルスの検
診、30歳代健診、循環器健診を実施する。
特定年齢の方を対象にした子宮がん、乳がん及
び肝炎ウイルス検診の無料クーポン事業を実施
する。

各種がん検診などの実施
特定の年齢の方を対象とした無料クーポン券による
節目検診：子宮頸がん、乳がん、肝炎ウイルス

がん検診推進事業

事業内容
年度計画

【施策２　保健予防の推進】

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 30,780

【拡大事業】

健康推進課

予防接種法に基づくロタウイルスワクチンの定期
接種を新たに実施する。

事業名
（担当課） ２０２０年度

事業費(千円)

乳幼児保健推進事業

一般会計

【継続事業】

母子健康手帳交付・父子手帳配付
妊産婦健康診査受診票の発行
マタニティスクール及びクラス会の開催
マタニティスクール両親コースの開催
産後ケア事業の実施

妊産婦保健推進事業

一般会計

健康推進課

【継続事業】

エキノコックス症の早期発見、早期治療を図るた
め、小学3年生以上を対象に、血液検査を実施す
る。

エキノコックス症検診の実施

エキノコックス症予防対策
事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 234

事業費(千円) 24,043

定期予防接種の実施
(ロタウイルス)

一般会計

7,204

乳児・1歳6か月児・3歳児健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネジメント会議の開
催
フッ素塗布の実施
あそび教室の開催
出前健康講座

乳幼児の心身の成長発達を確認し、育児相談等
を行う乳幼児健診を実施する。生後2か月までに
保健師の訪問により育児相談を行う赤ちゃん訪問
及び未熟児訪問を実施する。子どもの養育が困
難な家庭への支援を検討する子ども虐待予防ケ
アマネジメント会議を開催する。むし歯予防のため
フッ素塗布を実施する。
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

【継続事業】

安心して子育てができる環境を整備するため、小
児科誘致の検討を行う。

小児科誘致の検討

小児科誘致推進事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 0

【終了事業】

夜間急病センター並びに子ども発達支援センター
及び社会福祉協議会が入っている福祉センター
内施設と生活困窮者自立支援事業所「ぽると」が
社会医療法人即仁会が旧北広島病院跡地に建
設する施設へ移転整備する。

≪2019年度終了≫

夜間急病センター、福祉
センター内施設等移転整
備事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
市民の安全・安心を図るため、北広島医師会の協
力を得て、夜間や休日の急病に毎日24時間体制
で対応する。
また、休日の歯科救急について市内の歯科医院
が加入する千歳歯科医師会の協力を得て実施す
る。

夜間急病センターの管理運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

救急医療推進事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 140,328

【継続事業】

子育て世代包括支援センター「きたひろすくすく
ネット」の専門スタッフが妊娠・出産・子育てに関す
る様々な相談に対応し、妊娠期から子育て期にわ
たる切れ目のない支援を一体的にマネジメントす
る。

子育て世代包括支援センター運営
・妊娠届出時の全件面接
・関係機関を含めた研修会の開催
・支援プラン作成
・地域巡回相談・育児講座等の開催

子育て世代包括支援セン
ター事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 3,778

フッ化物洗口推進事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 1,665

【継続事業】

胃がんをはじめ、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍な
どの主な原因となるピロリ菌検査を、中学3年生を
対象として実施する。

中学３年生を対象として検査を実施

ピロリ菌対策事業

一般会計

市立保育園（4・5歳児）及び小学校でのフッ化物洗
口を実施する。

フッ化物洗口事業実施協議会の開催
保育園、小学校でのフッ化物洗口実施

健康推進課 事業費(千円) 924

２０２０年度

【継続事業】

事業内容
年度計画

【施策３　医療体制の充実】
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【継続事業】

健康づくりや健康意識の高揚を図るため、健康づ
くり・体力づくりを実施する実行委員会等を支援す
る。また、高齢者のインフルエンザ・肺炎球菌感染
症予防接種に対し助成を行う。

健康づくり、体力づくりを推進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種事業等を支援

保健衛生推進支援事業

特別会計

保険年金課 事業費(千円) 9,742

【継続事業】

生活習慣病の発症や重症化の予防を図るため、
30～39歳に国保30歳代健診、40～74歳に特定健
康診査及び特定保健指導、二次健診を行う。ま
た、55歳到達者への特定健診・がん検診同時実
施無料券の配布を行う。

特定健康診査・特定保健指導の実施。二次健診（3検
査）、国保30歳代健診実施

特定健康診査・特定保健
指導事業

特別会計

保険年金課、健康推進課 事業費(千円) 61,251

【継続事業】 医療費通知やレセプト点検、ジェネリック医薬品差
額通知、第三者行為求償事務、柔道整復療養費
適正化事業、糖尿病性による人工透析を防ぐため
の保健指導などにより医療費適正化を図るととも
に、広報紙により被保険者へ保険・健康情報を提
供する。
また、平成29年度に策定したデータヘルス計画の
PDCAサイクルにより、効率的かつ効果的な保健
事業の推進を図る。

レセプト点検業務委託や第三者行為求償事務委託及
び医療費通知業務等の実施。
健診未受診者勧奨、重症化予防対策の実施

医療費適正化対策事業

特別会計

保険年金課 事業費(千円) 12,212

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

保険税の歳入確保により、国保事業の安定的な
運営を図るため、滞納者への的確な納付指導の
ほか、コンビニ収納やインターネット公売などを実
施する。

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、夜間の窓口相談
を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

保険税収納率向上対策
事業

特別会計

保険年金課、税務課 事業費(千円) 12,820

【施策４　国民健康保険事業の適正な運営】

20



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【新規事業】

働きづらさを抱える方々の自立した生活を促進す
るため、活用可能な支援事業の情報提供や就労
支援事業所を活用した就労支援を行う。

支援事業の情報提供
就労支援事業所を活用した就労支援

働きづらさを抱える方々
への就労支援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 1,000

【継続事業】

災害対策基本法に基づき、高齢者、障がい者、妊
産婦等のうち、災害時に一人で避難することが困
難で支援が必要な市民についての名簿を管理・更
新する。

避難行動要支援者名簿の更新
新規対象者への登録票兼同意書の送付
システムによる名簿情報の管理

避難行動要支援者対策
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 525

【継続事業】

社会環境の変化により地域が抱える生活課題が
複雑・多様化しており、現在の課題を把握し、課題
の解決に向け、支援体制の整備を行い「地域共生
社会」を実現するため、第5期地域福祉計画を策
定する。

第5期地域福祉計画の策定

地域福祉計画策定事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 3,415

【継続事業】

保健福祉諸計画（地域福祉計画、高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画、障がい支援計画、健
康づくり計画）の施策を推進するため、市民及び
保健・福祉・医療等の関係者による委員会を開催
する。

保健福祉諸計画の策定
検討委員会の開催

保健福祉諸計画推進事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 1,182

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

地域福祉の増進を図るため、民生委員児童委員
の資質向上や活動強化、保護司の資質の向上や
犯罪予防のための啓発活動、戦没者追悼慰霊祭
の開催、遺族会等の各種団体の活動を支援す
る。

社会福祉等団体の事業等に対する助成

社会福祉等団体活動支
援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 78,819

施策２　地域福祉活動の推進

施策３　福祉環境の充実

【施策１　地域福祉推進体制の充実】

第２節　地域福祉の推進 施策１　地域福祉推進体制の充実
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【継続事業】

社会福祉施設の整備・促進を図るため、施設整備
を行う社会福祉法人に対し助成する。

《助成対象法人なし》

公的介護施設等整備支
援事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

社会福祉施設の整備・促進を図るため、施設整備
を行う社会福祉法人に対し助成する。

《助成対象法人なし》

社会福祉施設整備支援
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

高齢者、障がい者及び福祉団体に対し、高齢者
の生きがいづくり、障がい者の社会参加及び福祉
団体の育成を促進し、福祉の向上を図ることを目
的として、福祉バスを運行する。

福祉バスの貸出し

福祉バス運行事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 16,118

【施策２　地域福祉活動の推進】

【施策３　福祉環境の充実】
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【継続事業】

保護者の勤務地等の都合により、市内児童の保
育を他市町村の保育所等に委託する。

広域入所利用児童数25名、延べ152か月を見込む

広域入所児童委託事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 18,668

【継続事業】

施設利用が難しい地域において、親子や小学生
が集い、遊べる場所の提供や不安・悩みを相談で
きる「ひろば」を協働事業により実施する。

出張型（巡回型）ひろば事業の実施

協働事業出張型ひろば事
業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 616

【継続事業】
経済的理由により入院助産を受けることができな
い妊産婦の指定助産施設での入院助産を援助す
る。
支援の必要な母子家庭の母親と児童を母子生活
支援施設への入所により保護するとともに、自立
を促進する。

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への入所措置

児童福祉施設入所措置
事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 898

【継続事業】

子育て中の保護者等に、教育・保育施設や地域
の子育て支援事業等の情報を提供するとともに、
必要に応じて相談・助言等を行う。また、子育てガ
イドを配布する。

子育て家庭への個別情報提供と相談助
言、関係機関等の連絡調整、制度の周知

子ども・子育てサービス
利用者支援事業

一般会計

子ども家庭課、地域子育て支援センター 事業費(千円) 2,607

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支
援に関する総合的、計画的な推進について審議
する子ども・子育て会議の運営を行う。

子ども・子育て会議の実施

子ども・子育て支援プラン
推進事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 164

施策３　児童の健全育成

施策２　ひとり親家庭への支援

施策４　療育指導の充実

【施策１　子育て環境の充実】

第３節　子育て支援の充実 施策１　子育て環境の充実
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【拡大事業】

施設型給付に移行する幼稚園1施設に対し、国基
準の公定価格に基づき運営費の一部を給付す
る。

幼稚園（施設型給付）1施設へ給付

教育・保育施設給付事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 80,670

【継続事業】

特定教育・保育施設に対し、国基準の公定価格に
基づき運営費の一部を給付する。

教育・保育施設へ給付

教育・保育施設給付事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 1,222,575

【継続事業】
子育て中の保護者で児童の預かり等の援助を受
けたい会員と、援助を行いたい会員との相互援助
活動に関する連絡、調整を行う。また、ひとり親家
庭等に対し、利用料の一部を支援する。
1歳未満のお子さんがいる子育て世帯の経済負担
の軽減と出産後の育児支援を目的に、利用無料
券を配布する。

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習会の開催
合同交流会の開催
協力会員交流会
利用料の支援

ファミリー・サポート・セン
ター事業

一般会計

地域子育て支援センター 事業費(千円) 3,746

【継続事業】
共働き世帯やひとり親世帯の子育て・就労支援と
して、援助を受けたい人と援助を行いたい人が会
員として登録した相互援助組織により、子どもが
病気などの場合に、会員が子どもの預かりを行
う。また、病児・病後児預かりの1日あたりの利用
料に上限額を設定するほか、ひとり親家庭等に対
し、利用料の一部を支援する。

病児緊急預かり事業の実施
利用料の支援

病児緊急預かり事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 2,272

【継続事業】

保護者の仕事や病気等により一時的に家庭での
子どもの養育が困難な場合に子どもを預かるほ
か、DV（配偶者等からの暴力）により緊急的保護
が必要な場合に、児童養護施設で親子の保護を
実施する。

児童養護施設で一定期間、児童等を養育保護

子育て短期支援事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 301

【継続事業】

地域に開かれた社会資源として、保育所の専門
的機能を子育て支援に活用し、地域社会と連携し
た交流活動を行う。

演劇等の観賞、動物園遠足その他施設訪問、園行事
招待等を実施

保育園地域活動事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 575
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

乳幼児の健やかな成長を支えるため、豊かな経
験や知識を持つ60歳以上の市民ボランティアが、
生活の知恵や昔あそびを子育て中の親子に伝承
する。

手作りおもちゃの製作・昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあちゃんの料理作り・子育て講座
の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド

シルバー子育てサポート
事業

一般会計

地域子育て支援センター 事業費(千円) 94

【継続事業】

子育て中の親子が集う場所を運営し、乳幼児及び
その保護者が相互の交流を行い、子育てについ
ての相談、情報の提供、助言などの援助を実施す
る。

みんなの広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
子育て支援ランド実施
子育てサークルへの支援

地域子育て支援センター
運営事業

一般会計

地域子育て支援センター 事業費(千円) 13,706

【継続事業】

次代を担う児童の健やかな育ちを支援するため、
支給要件に該当する児童を養育している親等に
対し、児童手当法に基づく児童手当を支給する。

現況調査の実施
児童手当の支給

児童手当支給事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 762,204

【継続事業】

保育の需給状況及び私立の認定こども園、認可
保育所、小規模保育事業者の動向等を見極めな
がら、市立保育園の民営化、統廃合及び私立保
育所等の活性化の検討を行う。

施設の老朽化の課題に対応するため、公立３園の配
置を含め施設整備等について検討する。また、これと
併せ病児保育事業の実施の可能性についても検討
する。

保育園民営化・活性化事
業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 0

【継続事業】

保護者の就労形態の多様化や疾病等による緊急
的保育、育児疲れなどに対応するため、一時預か
り事業を実施する。なお、休日の預かりは、保護
者の就労による場合のみ実施する。

一時預かり事業（平日保育及び休日保育）の実施

保育園一時預かり事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 8,179

【継続事業】

市内私立認可保育所等に対し、子ども・子育て支
援交付金（国庫・道費）、子ども・子育て支援体制
整備総合推進事業費補助金（国庫）を活用した補
助のほか、市の単独補助（保育士加配等人件費
ほか）を実施する。

子ども・子育て支援交付金、子ども・子育て支援体制
整備総合推進事業費国庫補助金及び市単独の補助
を実施

私立認可保育所等運営
費支援事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 80,607
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】 日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に
対し、家庭生活支援員派遣による生活援助や子
育て支援を行う。
ひとり親家庭の経済的自立に効果的な資格取得
の支援を行う（教育訓練講座受講料の一部を支
給、看護師・保育士等の養成機関で修業する場合
に高等職業訓練促進給付金を支給）。また、高校
卒業程度認定試験合格のための講座を受講する
ひとり親家庭の親及び児童に給付金を支給する。

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓練給付金を支給
資格取得のための高等職業訓練給付金を
支給
高等学校卒業程度認定試験合格支援給
付金の支給

ひとり親家庭支援事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 17,188

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するた
め児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を
図る。

児童扶養手当現況調査の実施
支給対象者に児童扶養手当を支給

児童扶養手当支給事業

子ども家庭課 事業費(千円) 244,850

【新規事業】

保育人材を確保するため、市内の私立認可保育
所等に就労する保育士に「きたひろ手当」を支給
する。

保育士手当
保育士新規就労祝金
保育士勤続祝金

保育士就労促進事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 23,100

【継続事業】

国の基準に基づき、私学助成幼稚園保育料、幼
稚園・認定こども園(教育)の預かり保育利用料、
認可外保育施設等利用料相当分を給付する。

特定子ども・子育て支援施設等を利用する認定子ど
もの利用料相当分を給付

子育てのための施設等利
用給付事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 50,809

【継続事業】

私立幼稚園等が実施する一時預かり事業に対
し、国基準に基づき運営費を補助する。

一時預かり事業を実施する私立幼稚園等に対し補助

幼稚園一時預かり事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 31,357

【継続事業】

特定教育・保育施設を利用する生活保護世帯の
教材費等及び私学助成幼稚園を利用する年収
360万円未満相当世帯の副食費について、国の基
準に基づき、施設が保護者から実費徴収する費
用の一部を補助する。

特定教育・保育施設を利用する生活保護世帯及び私
学助成幼稚園を利用する年収360万円未満相当世帯
に対し補助

実費徴収補足給付事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 1,241

【施策２　ひとり親家庭への支援】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【新規事業】

子どもの貧困対策計画の策定及び学力や学習意
欲、個性や才能を伸ばす機会を提供するため、生
活が困難な世帯等を対象に、中学生の学習塾・習
い事に要する費用の一部を助成する。

子どもの貧困対策計画の策定
学校外活動費用の助成

子ども未来応援事業
(旧　子どもの貧困対策推
進事業)

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 4,245

【継続事業】
児童の虐待、養育など家庭だけでは解決できない
問題等について、家庭児童相談員が相談支援や
指導などを行う。
児童虐待等への対応として、要保護児童対策地
域協議会を開催し、必要な情報の共有、支援方針
の検討などを行う。また、児童虐待防止の広報啓
発を実施する。

児童虐待など困難な問題に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発活動の実施
要保護児童対策地域協議会の開催

家庭児童相談室運営事
業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 7,665

【継続事業】
子どもたちが遊びや学習を通じて健やかに成長で
きる場として、各地区で児童館の整備が望まれて
おり、これまで未整備となっている東部・西の里地
区への整備について検討してきたが、西の里地区
における児童館の開設に向け、関係各課と協議・
調整を行い、建設地、規模等、具体的な検討を進
める。

西の里地区における児童館の開設に向けた検討

児童館整備事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】 侵害された子どもの権利の回復のために相談・支
援を行う救済委員会の運営を行う。また、子どもの
権利に関する施策を総合的に推進するため、令
和3年度から計画期間を開始する次期子どもの権
利に関する推進計画を策定するほか、計画の実
施状況を審議する子どもの権利推進委員会の運
営及び子どもの権利に関する広報啓発等を実施
する。

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員会の運営
子どもの権利に関する広報啓発活動
子どもの権利推進計画の更新
子ども会議の開催

子どもの権利擁護事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 4,105

【継続事業】

ひとり親家庭、寡婦の相談に応じ、自立に必要な
情報提供、指導、職業能力の向上及び求職活動
に関する支援を行う。また、生活や子育て相談、
DV（配偶者等からの暴力）相談にも対応する。

母子・父子自立支援員による各種相談の実施

母子・父子自立支援相談
事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 2,647

【施策３　児童の健全育成】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

発達の遅れや偏り、障がいのある子どもと保護者
に専門的な相談や発達支援を実施するほか、関
係機関への専門的な訪問相談や研修会を開催
し、地域の発達支援体制の充実と支援力の向上
を推進する。

障がい児通所支援（児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達
支援）の実施
障がい児相談支援の実施
発達に心配のある児童の発達相談や市内の保育所
等への訪問相談の実施、専門的な研修会等の開催

子ども発達支援事業

一般会計

子ども発達支援センター 事業費(千円) 22,721

【施策４　療育指導の充実】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【継続事業】

日常生活の負担を軽減し安定と利便を図るため、
身体障がい児・者や難病患者等に補装具の購入
又は修理にかかる費用の給付を行う。

補装具の支給または修理の実施

障がい者補装具支給事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 21,630

【継続事業】

障がい福祉サービス等の利用に係る支給決定事
務等（障害支援区分認定調査、市町村審査会の
運営等）を行う。また、障害児通所支援の利用者
負担を助成し、保護者負担を軽減することで、障
害児通所支援の利用促進と早期療育を図る。

ヘルパーによる介護の実施、児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・創作活動などの障がい福祉
サービス等の提供

障がい福祉サービス等事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 1,969,960

【継続事業】

一般交通機関の利用が困難な在宅の高齢者（要
介護4、5）及び障がい児・者（重度の下肢又は体
幹障がい）に対し、医療機関・判定機関への移動
手段を確保することで、身体・精神的負担を軽減
する。

送迎の実施

移送サービス事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 4,171

【継続事業】

障がい者の社会参加や自立の促進を図るため、
障がい者地域活動支援センターとして創作活動、
生産活動及び日中活動を行う法人に対し、運営に
かかる経費を支援する。

障がい者地域活動支援センターを運営する市内の法
人に補助等による支援

障がい者地域活動支援
センター事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 22,500

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

障がい者の社会参加の促進、就労支援を図るた
め、自動車運転免許取得や自動車の改造に要す
る経費への助成を行う。

障がい者の自動車運転免許取得や自動
車の改造を支援

障がい者自動車運転免
許取得・改造事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 100

第４節　障がい福祉の充実 施策１　地域生活支援の充実

施策２　社会参加の促進

【施策１　地域生活支援の充実】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【継続事業】

聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい者が日常
生活を円滑に行えるように意思疎通支援者（手話
通訳・要約筆記）の派遣、点字、声の広報の発行
等を行う。また、手話通訳者等を養成する。

意思疎通支援者（手話通訳・要約筆記）の派遣
要約筆記・朗読・点字ボランティアの養成講座の開催
点字・声の広報の発行

障がい者コミュニケーショ
ン支援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 5,526

【継続事業】

重度障がい児・者等の日常生活が円滑に行われ
るための用具費の給付を行う。また、身体障害者
手帳の交付が受けられない軽度・中等度難聴児
の補聴器の購入・修理費の給付を行う。

日常生活用具の給付
自助具等の給付
小児慢性特定疾病児日常生活用具

障がい者日常生活用具
給付等事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 20,597

【拡大事業】

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの
構築、医療的ケアが必要な障がい児支援提供体
制の整備に向けた協議の場を設置する。

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構
築に向けた協議の場の設置
医療的ケアが必要な障がい児支援提供体制の整備
に向けた協議の場の設置
障がい者虐待防止研修会の開催

障がい者相談支援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 92

【継続事業】 障がい児・者が自立した生活を営むことができる
よう、障がい児・者、保護者又は介護者を対象に、
生活支援、就労支援、権利擁護（成年後見制度の
利用や障がい者虐待の対応）に関する相談支援
等を実施する。
また、北広島市障がい者自立支援協議会におい
て、障がい児・者の課題に関する協議や関係機関
によるネットワークの構築等に関する協議を行う。

市の委託事業所において生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調整等の実施
自立支援協議会の開催

障がい者相談支援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 41,822

【継続事業】
障がい児・者の地域生活及び社会参加を促進す
るため、ヘルパーが付き添い外出を支援する移動
支援事業、施設において一時預かりや入浴を行う
日中一時支援事業、移動入浴車で居宅を訪問し
入浴サービスを提供する訪問入浴サービス事業
について給付を行う。

移動支援の実施
日中一時支援の実施
訪問入浴サービスの実施

障がい者地域生活支援
給付事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 52,236

【継続事業】

身体に障がいのある児・者が、自立した日常生活
又は社会生活を営むことができるよう、その障が
いの除去、軽減に必要な医療に要する費用の一
部を支給する。

（更生医療）道立心身障害者総合相談所への判定依
頼、支給の認定診療報酬の審査・支払決定
（育成医療）申請の審査、支給の認定、診療報酬の審
査・支払い決定

自立支援医療給付事業
（更生医療・育成医療）

一般会計

福祉課 事業費(千円) 46,212

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【継続事業】

精神障がい者及び難病患者の日中活動を支援
し、社会復帰及び社会参加を促進するため、社会
復帰訓練施設等に通所する際の公共交通機関の
交通費の一部を助成する。

交通費の助成

精神障がい者等社会復
帰訓練通所交通費助成
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 3,471

【継続事業】

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に
基づき、障がいのある方が自立して健やかに暮ら
せるように支援するため、就労に必要な知識、能
力の習得に向け、その意欲や能力に応じた就労
の場を提供する。

障がいのある方を市の会計年度任用職員として5名
採用する。

障がい者雇用創出事業

一般会計

職員課 事業費(千円) 10,287

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

重度障がい児・者の外出支援と負担軽減を図るた
め、タクシー利用料又は自動車燃料費の一部を助
成する。

タクシー券又は自動車燃料券を交付

障がい者等交通費助成
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 14,269

【継続事業】
日常的にたん吸引や胃ろう管理などの医療的ケ
アを必要とする在宅の重症心身障がい児・者につ
いて、地域活動支援センターや日中活動を行う場
所へ看護師を派遣し、医療的ケアを行い、重症心
身障がい児・者の社会参加を保障するとともに、
家族の負担軽減を図る。

吸引、水分補給、胃ろう管理、気管カ
ニューレ管理、てんかん発作の対応等の医療的ケア
の実施

障がい者医療的ケア支援
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 105

【継続事業】
社会環境の変化や新しい福祉ニーズに対応した
障がい児・者のための施策を明確にし、具体的な
体制づくりやサービスなどを確保するための方策
等を定めるため、障害者基本法に基づく障がい者
福祉計画、障害者総合支援法に基づく障がい福
祉計画及び児童福祉法に基づく障がい児福祉計
画を策定する。

障がい支援計画の策定

障がい支援計画策定事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 5,709

【継続事業】

主に支援が必要なこどもについて、ライフステージ
に応じた継続した支援や保護者の負担軽減のた
め、保護者等が成長の記録や支援内容を記載す
るサポートファイルを配付し、関係者がそのファイ
ルを活用する。

サポートファイルの配布
ファイル活用のための周知・啓発

サポートファイル推進事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 85

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策２　社会参加の促進】
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【新規事業】

身体障がい者及び知的障がい者が参加する全道
最大規模の障がい者スポーツ大会の一部種目
（フットベースボール）を本市において実施する。

本大会開催に係る負担金の交付
≪2020年度終了≫

北海道障がい者スポーツ
大会事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 1,050

【継続事業】

障がい児・者の団体活動を活性化し社会参加と自
立の促進を図るため、障がい者団体の活動を支
援する。

各団体の活動に対する助成

障がい者団体活動支援
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 669

【継続事業】

障がい児・者のひきこもり予防と家族の負担軽減
を図るため、夏休み、冬休みの長期休暇時に障が
い児・者の活動の場を確保する費用の一部を助
成する。

長期休暇時の障がい児・者の日中活動への助成

障がい者施設開放等支
援事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 923

【継続事業】

生活の安定を図り、各種福祉サービスの利用を促
進するため、重度障がい児・者等に手当を支給す
る。

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当等支給
事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 25,532

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【継続事業】

ボランティア登録した高齢者が、登録している介護
保険施設や介護サービス事業所において行った
ボランティア活動に対し、活動実績をポイント化
し、ポイントに応じて現金または物品に交換でき
る。

ボランティア登録研修会開催
ボランティア登録、ポイント手帳交付、更新活動調整
ポイント交換申請受付・交付

地域介護予防活動支援
事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 1,191

【継続事業】

65歳以上の市民に温泉入浴助成券を配付する。
また、老人クラブや構成員が概ね65歳以上で組織
されるボランティア団体等に対し、健康講話等を実
施する。

65歳以上の市民に温泉入浴助成券を配付
老人クラブや構成員が概ね65歳以上で組織されるボ
ランティア団体等に対し、健康講話等を実施

ふれあい温泉事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 8,430

【継続事業】

ミニデイサービスの場の確保及び運営費の助成
等の支援を通じて市民の自主的な地域福祉活動
を促し、ミニデイサービス等事業の継続を図る。
高齢者が気軽に交流できるいきいきサロン事業の
運営に対し、会場費などを助成する。

ミニデイサービス実施団体に助成
いきいきサロン事業の活動費を助成

ミニデイサービス支援事
業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 2,184

【継続事業】

長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をね
ぎらうため、祝金を贈呈する。

満100歳の市民に祝金を贈呈

長寿祝福事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 1,344

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、基
本的な施策方針の決定や、保険給付の円滑な運
営を図るため、法律により3年毎に策定しなければ
ならない。（次期計画期間は2021年度から2023年
度まで）また、策定した計画については、関係機関
や市民へ広く周知する。

策定支援業務委託
計画書印刷　300部

高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画策定事
業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 4,238

第５節　高齢者福祉・介護の充実

施策４　地域支援体制の推進

施策２　介護予防と自立の支援

施策１　生きがいと社会参加の促進

施策３　介護サービスの充実

【施策１　生きがいと社会参加の促進】
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

要介護状態となることを防止するため、市及び高
齢者支援センター職員による訪問活動等により、
介護予防対象者を把握し、介護予防事業等へつ
なげる。

相談業務や訪問活動による介護予防対象者の把握
通いの場等への参加促進

介護予防把握事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 19,283

【継続事業】

生活機能の低下があり、転倒の危険が心配され
る事業対象高齢者が、手すりや段差解消などの
住宅改修を行なう際の費用の一部を助成する。

住宅改修費用を助成

介護予防住宅改修事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 91

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
要介護状態となることを防止するため、出前講
座、訪問活動などにより予防啓発を実施するとと
もに、高齢者の健康維持、増進を図るため、健診
受診後の保健指導、生活習慣病予防やフレイル
予防のための栄養指導や講演会、運動教室等を
開催する。

健康増進講演会の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

介護予防普及啓発事業

特別会計

高齢者支援課、健康推進課 事業費(千円) 12,314

【終了事業】

シルバー活動センターは、平成10年に建設され、
約20年が経過し屋根防水が破損し雨水が建物に
侵食する恐れがあるなど、老朽化が進んでいるた
め施設の長寿命化及び利用者が安全かつ快適に
使用できる環境を整える。

≪2019年度終了≫

シルバー活動センター改
修事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 0

【施策２　介護予防と自立の支援】

【継続事業】
高齢者の知識及び経験を生かした生きがいと健
康づくりの活動を支援するため、老人クラブ連合
会（老連）の運営費及び事業費、各地区の老人ク
ラブ（単位老人クラブ）の事業費を補助する。
また、新規に開設された老人クラブに備品を貸与
する。

老人クラブ連合会に事業費等を助成

老人クラブ活動支援事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 4,268

【継続事業】

各種相談窓口や保健福祉制度、高齢者が参加で
きるサークル等を掲載したガイドブックを作成し配
布することで、高齢者の適切なサービス利用、閉
じこもり予防、地域社会への積極的参加を促す。

サービスガイドの作成・配布

高齢者サービスガイド作
成事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 706
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】 地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴い、2017年４月から介護予防日常生活
支援総合事業を実施したほか、包括的支援事業
において、次に掲げる事業を実施する。
①在宅医療介護連携推進事業
②認知症施策推進事業
③生活支援体制整備事業
④地域ケア会議
⑤介護予防拠点助成及び地域たすけあい活動助
成

在宅医療介護連携推進協議会の開催
認知症初期集中支援チームの設置
生活支援コーディネーター配置
自立支援ケア会議の開催
介護予防拠点の整備
高齢者に対する市民互助活動の推進

介護保険制度改革事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 17,970

【継続事業】
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介
護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事
業。特に生計が困難な方で、社会福祉法人が提
供する介護サービスの1割の自己負担分、食費、
居住費及び宿泊費を軽減した社会福祉法人に対
し、軽減額の一部を助成する。

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を軽減した社会福祉法人に軽
減額を助成

介護サービス利用者負担
額軽減事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 513

【継続事業】
おむつ購入助成事業：紙おむつの購入に必要な
費用の一部を助成することにより、高齢者等が健
全で安らかな生活を営むことができるよう支援し、
家族の負担軽減を図る。
家族支援事業：介護する家族の知識・技術の取得
や、介護負担の軽減、ストレスや孤独感の解消を
図る。

おむつ購入費用の助成
介護と上手につきあう講座の開催

家族介護支援事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 9,186

【継続事業】

住宅改修を円滑に推進するため、介護報酬対象
外である住宅改修申請書に添付する理由書作成
業務に対し、手数料を支払う。

理由書作成に対する手数料

住宅改修介護サービス事
業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 200

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
市内の居宅介護支援事業所、介護サービス事業
所、介護保険施設で構成される北広島介護サー
ビス連絡協議会が主催する研修会の開催に伴う
講師謝礼の一部を負担し、事業者間の相互連
携、情報交換や介護従事者の資質向上に資する
ことにより、「地域包括ケア｣の向上を図る。

介護サービス連絡協議会の研修等への講師料を負
担

介護従事者フォローアッ
プ研修事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 250

【施策４　地域支援体制の推進】

【施策３　介護サービスの充実】
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２０２０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】

高齢者及び養護者の権利が擁護され、住み慣れ
た地域で尊厳ある暮らしを維持できるよう、高齢者
虐待の防止と早期発見・早期対応を図る。

相談活動（随時）相談窓口設置5か所
ネットワーク事業の運営（北広島市と厚別
警察署との連携推進会議の開催）
研修等によるスキルアップ（研修会年1回）
周知活動（出前講座・パンフレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待防止ネット
ワーク事業

特別会計

参事(高齢者・障がい者相談担当) 事業費(千円) 114

【継続事業】

高齢者の心身の健康保持及び生活の安定のた
め、保健医療福祉制度や介護保険サービス、地
域の社会資源等の活用及び調整を行い、高齢者
の在宅生活を支援することを目的とし、日常生活
圏域における拠点として設置する。

4か所の高齢者支援センターに専門職を配置し、介護
保険サービスの活用などを通じ、高齢者の在宅生活
を支援

地域包括支援センター運
営事業

特別会計

参事(高齢者・障がい者相談担当) 事業費(千円) 55,319

【継続事業】

高齢者やその家族が安心した生活を送ることがで
きるように、健康や生活、福祉、介護に関する相
談を行う。

窓口・電話相談の実施
総合相談窓口の周知のためのチラシ配布
相談業務にあたる技術のスキルアップ
高齢者の健康データバンクの構築
高齢者実態調査の実施

高齢者総合相談支援事
業

特別会計

参事(高齢者・障がい者相談担当) 事業費(千円) 12,476

【継続事業】(統合)
認知症支え合い員の派遣・育成、相談体制の充
実関係機関との支援ネットワークの構築などによ
り、認知症の高齢者及びその家族を総合的に支
援するための体制づくりを行う。また、高齢者や障
がい者に係る成年後見制度の利用支援及び普及
啓発事業などを実施する。

認知症地域支援推進員の配置
認知症サポーター養成講座等の開催
認知症支え合い員の派遣
成年後見センター運営
成年後見制度利用支援事業の実施
成年後見の市長申立て
出前講座の実施

地域支え合い体制づくり・
権利擁護推進事業
(旧　地域支え合い体制づ
くり事業、権利擁護推進
事業）

特別会計

高齢者支援課、参事(高
齢者・障がい者相談担当)

事業費(千円) 23,171

【継続事業】

高齢者が在宅で安心して日常生活を送ることを支
援するため、介護保険サービス以外の事業を実
施する。

テレホンサービスの実施
緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容サービスの実施
高齢者日常生活用具の給付

高齢者支援サービス事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 26,853

【拡大事業】

生活支援コーディネーターの配置を追加し、高齢
者ニーズの充足に向けて高齢者支援体制を強化
する。

生活支援コーディネーター配置
・北広島市内全域を統括する者
・みなみ高齢者支援センター

介護保険制度改革事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 12,000

36



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

運動を中心に住民全体で実施している「通いの
場」にリハビリ専門職を派遣し、運動への助言や
身体機能の評価等を行い、予防効果の向上を図
る。

通いの場等にリハビリテーション専門職を派遣

地域リハビリテーション活
動支援事業
(旧　介護保険制度改革
事業(拡大)の一部)

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 342

【新規事業】
医療事務従事者による介護給付費請求の点検並
びに介護給付の受給者に対する適切なサービス
を確保するためケアマネジャーの能力向上を目的
とした専門家による点検委託を実施し、道の介護
給付費適正化計画に沿った介護給付費の適正化
を図る。

介護給付費請求並びにケアプランの点検

介護給付費等費用適正
化事業

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 3,362

【継続事業】
全国的に少子高齢化が進む中、福祉サービスに
対する需要の増加や質の向上が求められており、
福祉人材の育成、確保が重要な課題となってい
る。
当市においても市内事業所におけるサービス提
供体制の確保を図るため、介護、障がい、保育の
現場における人材確保対策を実施する。

くらしサポーター研修
福祉人材バンク
合同就職説明会
就労支援金助成

福祉人材確保対策事業

一般会計

高齢者支援課 事業費(千円) 8,533

【継続事業】(事業名変更)
いどころ発信システム助成事業：認知症高齢者等
が徘徊し行方不明となった時、居場所がわかる
GPS通信端末機の導入初期費用を助成し、早期
発見と事故防止を図る。
認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業：認知症高
齢者等が徘徊し行方不明となった場合、地域の支
援を受けて早期に発見するため、関係機関の支
援体制を構築し、生命、身体の安全を確保する。
また、事前に登録したメールアドレスに、行方不明
事案発生時に情報を発信する。また、認知症高齢
者SOSネットワークへの登録を促進するとともに、
認知症の方が起こした事故等による損害賠償に
備え、市が個人賠償責任保険に加入する。

いどころ発信システム（GPS端末）の助成SOSネット
ワークの運用
個人賠償責任保険への加入

認知症高齢者等ＳＯＳ
ネットワーク事業
(旧　認知症支え合い事
業)

特別会計

高齢者支援課 事業費(千円) 551
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

ひとり親家庭等の母又は父と子が医療機関等に
かかったときの医療費のうち、健康保険診療の自
己負担額の一部を助成する。

保険対象の医療費を助成

ひとり親家庭等医療費助
成事業

一般会計

保険年金課 事業費(千円) 21,120

【継続事業】

重度心身障がい者（1、2級の身体障がい、3級の
内部障がい、重度の知的障がい、1級の精神障が
い）が医療機関等にかかったときの医療費のう
ち、健康保険診療の自己負担額の一部を助成す
る。

保険対象の医療費を助成

重度心身障がい者医療
費助成事業

一般会計

保険年金課 事業費(千円) 124,185

【継続事業】

未熟児で出生し、医師が入院養育の必要を認め
た乳児に対し、医療費の一部を給付する。

保険対象の医療費を助成

未熟児養育医療給付事
業

一般会計

保険年金課 事業費(千円) 2,605

【継続事業】

生活保護法に基づく生活扶助、住宅扶助、医療扶
助など各種扶助費の支給により最低生活を保障
するとともに、自立を助長するため、困窮の程度
に応じ必要な支援を行う。また、中国残留邦人等
に対する支援給付を行う。

生活保護費及び中国残留邦人等支援給付費の支給

生活保護費等支給事業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 966,928

【継続事業】

生活困窮者自立支援法に基づき、現行の必須2事
業（自立相談支援事業、住居確保給付金）と任意4
事業（学習支援事業、一時生活支援事業、就労準
備支援事業、家計改善支援事業）を実施する。

生活困窮者自立支援制度の実施

生活困窮者自立支援事
業

一般会計

福祉課 事業費(千円) 24,710

【施策２　医療援護の推進】

第６節　社会保障制度の充実 施策１　低所得者援護の充実

施策２　医療援護の推進

【施策１　低所得者援護の充実】
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

慢性的疾病がある方の経済的負担の軽減を図る
ため、通院等に要する費用の一部を助成する。

心身障がい者等に対する通院交通費の助成

重度心身障がい者等通
院交通費助成事業

一般会計

保険年金課 事業費(千円) 1,161

【継続事業】

子ども（中学生まで）が医療機関等にかかったとき
の医療費のうち、健康保険診療の自己負担額の
一部を助成する。

保険対象の医療費を助成

子ども医療費助成事業

一般会計

保険年金課 事業費(千円) 153,590
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第１節 「生きる力」を育む学校教育の推進 

第２節 信頼され、魅力ある学校づくりの推進 

第３節 家庭・青少年健全育成の推進 

第４節 社会教育の充実 

第５節 歴史の継承と創造 

第６節 読書活動の充実 

     第７節 芸術文化の振興 

     第８節 スポーツ活動の推進 

     第９節 大学との連携 

     第１０節 交流の促進 
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第２章　人と文化を育むまち

施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進

施策１　幼児教育の振興・充実

施策２　豊かな心を育む教育の充実

施策３　確かな学力を育てる教育の充実

施策４　健やかな体を育てる教育の充実

施策６　特別支援教育の充実

施策５　ICTの活用による教育の充実

【施策１　幼児教育の振興・充実】

第１節　「生きる力」を育む学校教育の推進

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

幼稚園就園準備支援事
業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 1,265

【継続事業】

幼児教育の質の向上と振興を図るため、市内の私
立幼稚園・認定こども園で構成する幼稚園協会に
対し、運営経費の一部を補助する。

幼稚園協会運営経費の一部を補助

幼稚園協会連携事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 180

【継続事業】

幼稚園・認定こども園が実施する2歳児（4月1日時
点)を対象に実施する子育て支援事業に参加する
場合に、保護者負担金の一部を補助する。

子育て支援事業に参加する保護者に負担金の一部を
補助

【継続事業】

幼児教育の質の向上と振興を図るため、市内の私
立幼稚園、認定こども園に教職員研修、教材教具
の整備、障がい児教育に係る経費の一部を補助す
る。

私立幼稚園の設置者に対し、教材費、職員研修費、障
がい児教育費の一部を補助

幼稚園振興事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 7,490

【終了事業】

保護者の経済的負担を軽減するとともに、幼稚園
への就園機会の確保を図るため、入園料、保育料
等の減免措置を行う幼稚園（施設型給付の幼稚園
を除く。）の設置者に対し、減免措置分を補助す
る。(幼児教育・保育の無償化により終了)

≪2019年度終了≫

幼稚園就園奨励費事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 0
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第２章　人と文化を育むまち

【施策２　豊かな心を育む教育の充実】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

小中学校に心の教室相談員を配置し、児童生徒の
悩みや不安等の解消を図るとともに、いじめや不
登校の未然防止と早期把握に努める。

小学校8校、中学校6校に心の教室相談員を配置（1人
当たり年間約420時間）

心の教室相談事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 7,059

【継続事業】
幼稚園・保育園における教育・保育環境から、小学
校の学習・生活環境への円滑な接続を図る。交流
会や研修会を継続的に実施し、幼稚園・保育園・
小学校・学童クラブそれぞれの担当者間・子ども同
士・保護者間の交流の機会を設け、連携を深め
る。

懇話会の開催
幼保小連携に関する講演会・研修会（教員間交流・研
修）
キャリア教育的交流
異学年交流
保護者間交流
情報交換会

幼保小連携推進事業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 65

【継続事業】
児童生徒の「生きる力」を育み、自ら課題を見つ
け、主体的、創造的に取り組む資質を養う総合学
習や、学校の創意工夫を生かした特色ある学校づ
くり、職業体験を通して社会人としての自立意識を
育てるインターンシップ事業を推進するため、各校
の教育振興協議会に対し補助金を交付する。

各小中学校の教育振興協議会に対し、各学校の事業
に要する経費を補助

学校教育振興事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 8,442

【継続事業】

児童生徒の創意・創造性を育むとともに、日本伝
統の毛筆・硬筆を通じて個性の伸長と豊かな情操
を涵養するため、創意工夫展及び書写展を開催す
る。

創意工夫展、書写展の開催

創意工夫展・書写展事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 194

【継続事業】
「学校図書センター」を中心とし、ネットワークを活
用した蔵書の有効活用を図るとともに、学校司書3
名を各小中学校に巡回配置し、選書や図書館の環
境整備等、学校図書館の活性化を図る。大曲地区
をモデルとして、地域と図書館を結ぶ「まちなか司
書」が小学校や保育園等を巡回し、包括的に子ど
もの読書活動を推進する。

学校図書購入費
図書センター（豆次郎費、図書センター更新資料費、リ
クエスト対応）
学校図書館ネットワークシステム借上げ
学校司書の中学校への巡回配置
「まちなか司書」1名の巡回配置

学校図書館活用事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 19,174

【継続事業】

各学校における経営方針の指針となる「北広島市
学校教育の推進方針」を策定するとともに、郷土へ
の関心を高め、地域に根ざした特色ある教育を行
うため、小学校社会科副読本、福祉読本及びきた
ひろ夢ノートの編集を行う。

福祉読本編集委員会の開催
社会科副読本編集員会の開催
学校教育推進方針編集委員会の開催
きたひろ夢ノートの印刷

地域に根差した特色ある
学校教育推進事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 344

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第２章　人と文化を育むまち

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策４　健やかな体を育てる教育の充実】

【施策３　確かな学力を育てる教育の充実】

【継続事業】

市全体の学習状況を捉え、児童生徒の学習の課
題を明らかにするため、全児童生徒に標準学力テ
ストなどを実施し、結果を基に子どもの学習意欲を
高める指導内容や個に応じた指導方法の工夫・改
善など指導の充実を図る。

標準学力検査の実施
全国学力・学習状況調査への参加
学力向上ＰＴの開催

学力向上推進事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 5,170

【継続事業】

小中学校における教育課程や各学校における課
題に対する指導助言、その他専門的な指導を行う
ため、専門的知識を持ち経験豊富な教員経験者を
教育委員会事務局に配置する。

学校教育相談員を配置し、課題解決に向けた指導・助
言の実施

学校教育相談員活用事
業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 2,522

【継続事業】

児童・生徒が生涯にわたり健康な生活を送ること
ができるよう、学校給食、教科等の時間を通して自
ら健康について考える力を育むため、食の指導の
充実を図る。

栄養教諭による食に関する指導の実施

食に関する指導の推進事
業

一般会計

学校給食センター 事業費(千円) 70

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

給食の実施に当たり、食品等の衛生管理が最も重
要であることから、施設設備機器類を整備、更新す
るとともに微生物検査等を実施し、徹底した衛生管
理を実施して安全で安心な給食を提供する。

給食用食品の微生物検査・理化学検査の実施
給食施設・設備機器等の更新
小中学校用食器・食缶の更新

学校給食衛生管理事業

一般会計

学校給食センター 事業費(千円) 3,317

【継続事業】

市立中学校の生徒が、日本中学校体育連盟、北
海道中学校体育連盟が主催する大会に出場する
場合や中学校文化部活動において、予選を経て全
道全国大会へ出場する場合、その派遣に要する費
用の一部を助成する。

全国・全道中体連大会に出場する場合の経費の助成
全国・全道規模の文化部の大会の出場に要する経費
の助成

全国全道中体連・中学校
文化部活動大会出場支
援事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 2,000

【継続事業】

北広島市中学校体育連盟が実施する市内、管内
大会を通じて中学生の体力の向上、スポーツに対
する意識の向上と心身の健全な育成を図るため、
交付金を交付する。

北広島市中学校体育連盟に事業に要する経費を補助

中学校体育連盟支援事
業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 5,000
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第２章　人と文化を育むまち

【施策５　ICTの活用による教育の充実】

【継続事業】

全国体力、運動能力・運動習慣等調査の結果等を
踏まえ、児童の体力や運動能力を育むため、学校
授業に外部講師を派遣する。

小学校体育授業のサポート

子どもの体力向上推進研
究事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 396

【継続事業】

教員の多忙化解消、負担軽減及び生徒の競技
力、技術力の向上を図るため、部活動指導員を学
校に派遣する。

部活動指導員の派遣

部活動指導員制度運用
事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 849

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
情報化社会へ適応するための情報活用能力の向
上、ICTを活用した授業による学力の向上を図ると
ともに、学校の働き方改革を進め、子どもと向き合
う時間の確保を図るために校務支援システムを運
用する。令和2年度については、デジタル教科書等
の更新を行う。

デジタル教科書等の更新
校務支援システムの運用

学校ＩＣＴ環境整備事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 81,638

【継続事業】

昭和49年建設の小学校給食調理場施設は老朽化
が顕著で狭隘なため、最新の学校給食衛生管理
基準や食物アレルギーへの対応が困難な状況で
ある。これらの課題に取組むため新たな調理場施
設・設備等の整備を進める。

（仮称）防災食育センター整備に向けた検討

まちづくり構想策定事業

一般会計

学校給食センター 事業費(千円) 361

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【施策７　社会の変化や課題に対応した教育の推進】

【施策６　特別支援教育の充実】

【継続事業】

特別な支援を必要とする子ども達の教育的ニーズ
に対応していくため、小中学校に支援員を配置（小
学校は複数配置）する。また、特別支援学級にお
いて介助が必要な児童生徒が在籍する小中学校
に介助員を配置する。

特別支援教育支援員の配置（23人）
特別支援学級介助員の配置（14人）
相談・指導の実施
教員研修の実施
特別支援教育講演会の開催
検査器具等の整備

特別支援教育推進事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 46,212

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者負担
を軽減するため、学用品費等を援助する。また、通
級指導教室児童を対象に通学費の援助を行う。

支援対象者に学用品や通学費などの助成
小学生26名
中学生13名
通級児童40名

特別支援教育就学奨励
費援助事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 3,443

【新規事業】

児童生徒の英語力及び学習意欲の向上並びにグ
ローバル人材の育成を図るため、児童生徒が受検
する英語検定に係る費用の一部を助成する。

検定料等の助成

英語検定等支援事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 566

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

児童生徒の英語発音やコミュニケーション能力の
向上など外国語授業等の充実を図るため、小中学
校の外国語授業等に外国人の指導助手を派遣す
る。

英語指導助手７名を計画的に各小中学校に派遣

外国語指導助手活用事
業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 32,557

【継続事業】

小中学生が姉妹都市である東広島市と相互訪問
することにより、ふるさと意識を高めるとともに、両
市の友好親善を深める。また、広島市原爆死没者
慰霊式及び平和祈念式に参列することにより、平
和を尊ぶ心を育てる。

児童生徒を東広島市に派遣
東広島市児童生徒の受入れ
交流校訪問(児童生徒間交流)の実施
広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式への参
列

姉妹都市子ども大使交流
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 3,216
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【施策１　開かれた学校づくりの推進】

【施策２　教育環境の整備】

施策１　開かれた学校づくりの推進

施策２　教育環境の整備

第２節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
地域や社会に開かれた学校づくりを推進するた
め、小中学校で学校評議員を委嘱し、学校運営等
に関して学校との意見交換を行う。
また、学校関係者評価委員を委嘱し、各学校が教
育活動や学校運営等について自己評価した結果
を評価してもらうなど、学校が家庭や地域と連携協
力しながら、特色ある教育活動の展開を図る。

学校評議委員・学校関係者評価委員を委嘱
全体会議を各校で開催
学校運営協議会への一部移行

学校評議員等運営支援
事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 161

【継続事業】

教職員の資質の向上と教育内容及び学校経営の
充実を図るため、教育関係団体が行う活動経費の
一部を補助する。

教育研究会に助成
小中学校校長会に助成
小中学校教頭会に助成
進路指導連絡協議会に助成

学校教育団体活動支援
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 4,904

【継続事業】

地域とともにある学校づくりを推進するため、西部
中学校区に加え、新たに大曲及び緑陽中学校区
にコミュニティ・スクールを設置し、全市への拡大に
向けた取り組みを進める。

学校運営協議会の運営
講師による講演会
全国ＣＳ研究大会及び研修会参加

コミュニティ・スクール推進
事業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 2,292

【継続事業】

学校事務の効率化及び地域に開かれた学校の推
進を図るため、学習プリントや、学校だより等の保
護者・地域へ発信する印刷物の作成に必要な事務
機器等の保守管理及び修繕を行う。

大型事務機器の保守及び修繕

学校事務機器整備事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 755

【継続事業】

国の補助を活用し、理科教育で必要となる教材教
具を小中学校に整備し、教育の充実を図る。（各校
隔年で実施）

各小中学校における理科教材等の購入・更新

理科教材等整備事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 3,272

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

事業名
（担当課）
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【継続事業】

生活保護（要保護）世帯や経済的困窮（準要保護）
世帯の児童生徒に対し、就学で必要となる学用品
費や給食費等の援助を行う。

学用品費、修学旅行費、給食費、医療費等の援助

要保護・準要保護児童生
徒援助事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 108,600

【継続事業】

保護者の経済的負担の軽減を図るため、遠距離
通学等で、公共交通機関を利用して市立小中学校
に通学している児童生徒及び自家用車による送迎
を常としている児童生徒の保護者に対し、通学に
要する経費の一部を助成する。

対象児童生徒の保護者に通学費の一部を助成

児童生徒の通学費支援
事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 2,801

【継続事業】

教員に教師用指導書及び教師用教科書を配布し、
指導方法の工夫改善、授業内容の充実を図る。

令和2年度から使用する小学校後期分及び令和3年度
から使用する中学校の指導書等の配布

教師用指導書等整備事
業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 14,468

【継続事業】

良好な教育環境を維持するために必要な草刈機、
除雪機などの管理機器の保守管理及び修繕を行
う。

草刈機、除雪機の保守管理及び修繕

学校施設管理機器整備
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 478

【継続事業】

経済的困窮世帯の負担軽減を図るため、市内に住
所を有し高等学校等に入学した生徒に対し、入学
時に必要となる費用の一部として入学準備金を支
給する。

入学準備金の支給

高等学校等入学準備金
支給事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 2,431

【継続事業】

老朽化及びデジタル化対応のため、小中学校の放
送設備・視聴覚設備の更新を行い、教育環境の充
実を図る。

大曲小学校放送設備の更新

学校放送設備整備事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 9,955

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【継続事業】

シックスクール対策の一環として「学校環境衛生基
準」に基づき小中学校教室内のホルムアルデヒド
及び揮発性有機化合物について空気中濃度測定
を実施し、良好な衛生環境確保に努める。

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の空気中濃
度測定の実施

学校施設空気環境測定
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 643

【継続事業】

経済的な理由によって高等学校等への就学が困
難な学生及び生徒に対し、学資の一部を支給す
る。

選考された奨学生に対し、奨学金を支給
（90名以内）

奨学金支給事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 5,411

【継続事業】

学校と地域が協働して子供の学びを支援するた
め、地域住民等の参画による学校支援地域本部を
設置し、支援等の活動を推進する。

学校支援地域本部の設置
学校支援コーディネーターの配置
授業補助員の配置

学校支援地域本部事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 7,760

【継続事業】

私学の教育環境の充実、保護者の負担軽減を図
るため、市内に本校を有する私立高等学校が行う
教育活動を支援する。

市内に開校している札幌日大高校に対する支援

私立学校教育振興事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 1,500

【継続事業】

学校敷地内にある遊具等の修繕を実施する。 小学校遊具修繕

小中学校周辺環境整備
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 761

教育総務課 事業費(千円)
83,310

上記の額のうち、繰越分の額 80,740

【継続事業】
東部小学校外4校の屋内体育館にある非構造部
材（バスケットゴール）の耐震化工事を行う。西の
里小学校の屋内体育館にある非構造部材（吊り天
井）の耐震化工事のため、基本実施設計業務を行
う。

（東部小学校外4校）
工事監理委託
（西の里小学校）
実施設計委託

学校施設非構造部材耐
震化事業

一般会計

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【継続事業】

老朽化した大曲東小学校の大規模改造工事のた
め、基本実施設計業務を行う。

実施設計委託

大曲東小学校校舎大規
模改造事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 10,070

【継続事業】

老朽化した大曲中学校の大規模改造工事を行う。
大規模改造工事
工事監理委託

【継続事業】
温度保持換気設備機器等（暖房機、空調機、送風
機等）の老朽化により、本来の機能が低下し、良好
な教育環境が阻害されるため、平成６年度に更新
した設備機器を新機種に更新して、防音機能を復
旧することで、教育環境の整備と教育効果の向上
を図る。

2021年度の実施設計の実施に向けた検討

西の里小学校校舎防音
機能復旧事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 0

【継続事業】
温度保持換気設備機器等（暖房機、空調機、送風
機等）の老朽化により、本来の機能が低下し、良好
な教育環境が阻害されるため、平成８年度に更新
した設備機器を新機種に更新して、防音機能を復
旧することで、教育環境の整備と教育効果の向上
を図る。

2021年度の実施設計の実施に向けた検討

西の里中学校校舎防音
機能復旧事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 0

【終了事業】

2020年度までに長寿命化計画の策定が求められ
ており、市内14校（分校を除く。）の学校施設の老
朽化状況を把握し、計画を策定する。(2019年度計
画策定済みのため終了)

≪2019年度終了≫

学校施設長寿命化計画
策定事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 0

【新規事業】

老朽化した温度保持換気設備機器等の更新のた
め、基本実施設計業務を行う。

実施設計委託

緑陽中学校校舎・講堂防
音機能復旧事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 2,927

大曲中学校校舎大規模
改造事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円)
295,260

上記の額のうち、繰越分の額 294,712

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【継続事業】

現行の教育基本計画（計画期間:2011～2020）の
後継となる、次期教育振興基本計画（計画期
間:2021～2030)の策定を行う。

次期教育振興基本計画策定のため市民有識者による
懇談会の開催
次期教育振興基本計画の印刷製本等

次期教育振興基本計画
策定事業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 191

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第３節　家庭・青少年健全育成の推進 施策１　家庭の教育力向上への支援の充実

施策２　教育相談体制の充実

施策３　地域が支える健全育成活動の充実

【施策１　家庭の教育力向上への支援の充実】

【施策２　教育相談体制の充実】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

児童生徒の健全育成を図るため、北広島市PTA連
合会へ補助金を交付し、北広島市PTA連合会の活
動を支援する。

ＰＴＡ連合会の支援

北広島市ＰＴＡ連合会支
援事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 325

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
不登校児童生徒の学校復帰と社会的自立を支援
するため、保護者や学校、関係機関と連携して、ひ
きこもりや不登校児童生徒の解消と未然防止を図
る。問題の早期解決を図るため、児童生徒及びそ
の保護者を対象に面談や家庭訪問による相談支
援を行う。

適応指導教室「みらい塾」の運営
子どもＳＣ相談員(臨床心理士)
教育相談員等による相談の実施
いじめ等問題対策委員会の開催や研修会等の実施

不登校いじめ対策・教育
相談事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 12,609

【継続事業】

家庭の教育力向上のため、関係する団体などと連
携し、家庭教育支援に関する実践活動・交流活動
を行う。

実践活動の実施
家庭の教育力・生活力の向上に向けた学習会等への
支援
子どもの生活リズム向上事業の実施

家庭教育支援事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 369
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【施策３　地域が支える健全育成活動の充実】

【継続事業】

関係機関や地域と連携を図り、青少年の問題行動
等の未然防止や非行防止を推進する。
専任指導員と指導主事（生徒指導担当）を1人ずつ
配置し、学校施設、通学路等の安全確認及び巡回
指導を行い、子どもたちの安全を確保する。

専任指導員による補導、巡視活動や不審者対応
学校・自治会・関係機関等との情報交換
不審者情報のメール配信
スクールガード・リーダーによる学校施設・通学路等の
安全確認
小中学校でのネットパトロールの実施

青少年安全対策事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 5,539

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

学校・家庭・地域が一体となり、地域で子どもを守
り、育むことのできる安全安心な地域づくりを進め
るため、青少年健全育成大会の開催など、各地区
の青少年健全育成連絡協議会と連携した取組を
行う。

青少年健全育成大会、アンビシャス・フォーラム、青春
メッセージの開催
健全育成連絡協議会の支援
青少年の体験交流事業の実施

青少年健全育成事業

一般会計

学校教育課 事業費(千円) 1,011

【継続事業】

放課後に小学校余裕教室等を活用し児童の活動
拠点を設け、地域の協力により学習や体育活動等
を行い、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健
やかに育まれる環境づくりを推進する。

コーディネーター、教育活動推進員、教育活動サポー
ターの配置による放課後子ども教室の実施

放課後子ども教室事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 2,616

【継続事業】

成人としての自覚と責任を促し、地域社会の一員
としての期待を認識できるよう、新成人を祝う成人
式を実施する。

成人式の開催

成人式開催事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 600
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施策３　施設の充実による学習環境の整備

施策２　学習機会の充実

第４節　社会教育の充実 施策１　学習活動への支援の充実

【施策１　学習活動への支援の充実】

【施策２　学習機会の充実】・【施策３　施設の充実による学習環境の整備】

【継続事業】

市民の生涯学習に対する理解や関心を深めるとと
もに、市民団体の交流や学習成果を生かす場とし
て、元気フェスティバルを開催する。

「元気フェスティバルｉｎきたひろしま」の開催

元気フェスティバル連携
事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 750

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

学習機会の提供及び生涯学習に取り組む団体の
育成を図るため、市民団体が企画実施する生涯学
習に関する事業に支援を行う。

市民団体が企画した講座、発表会、コンサート、ス
ポーツ大会等に対し助成

生涯学習市民活動団体
支援事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 1,500

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民やサークルなどの相互交流の場を提供し、市
民の生涯学習に対する理解と関心を深める。ま
た、中央公民館を中心に障がい者と健常者が共に
学びあい、交流する場を提供する。

公民館まつり実行委員会へ交付金を交付
地区公民館活動連携事業の実施
体験学習教室等の開催

中央公民館活動推進事
業
(旧　フレンドリーセンター
運営事業を統合)

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 490

【継続事業】

生涯学習の振興や地域づくり・コミュニティ活動の
要として、生涯学習振興会を支援する。

西部・西の里・大曲・東部地区の生涯学習振興会に助
成
生涯学習推進アドバイザー4名任用
組織体系の検討
全市的組織の模索

生涯学習振興会支援事
業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 20,351

【継続事業】

図書館情報システムを運用し、図書館及び地区図
書室が持つ図書館機能の充実を図るとともに、図
書の運営管理体制を構築する。

システムの運用

図書館情報システム等管
理事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 7,345
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第５節　歴史の継承と創造

【施策１　エコミュージアム構想の推進】

施策１　エコミュージアム構想の推進

施策２　文化財の保存と活用

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

エコミュージアムセンターを核として地域遺産の保
存活用を目指すエコミュージアム構想を展開する
ため、まちを好きになる市民大学などの事業を継
続するとともに、常設及び企画展示、体験講座等
により、郷土を身近に感じる学習機会を提供する。

施設の運営
エコミュージアム会議
まちを好きになる市民大学の開講
地域遺産バスツアーの実施
常設展示、企画展示、講演会の開催

エコミュージアム普及推進
事業

一般会計

エコミュージアムセンター 事業費(千円) 5,474

【継続事業】

旧島松駅逓所を中心としたエリアが持つ歴史的価
値を発信し、史跡としての魅力を高め、市内外から
集客できる地域資源としての活用を図るための機
能整備を検討する。

事業実施に向けた検討

旧島松駅逓所周辺整備
事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 0
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【施策２　文化財の保存と活用】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

本市の多くの文化財や郷土資料を知ってもらうとと
もに、国指定文化財や市指定文化財などの適切な
保存と活用を行う。併せて、寒地稲作の基礎となっ
た水稲赤毛種を保存する団体を支援する。

旧島松駅逓所開館事業・庭内整備の実施
東記念館収蔵室の維持管理
北広島市水稲赤毛種保存会への助成
会計年度任用職員学芸員の配置
文化財の保存・活用

文化財保存・活用事業

一般会計

エコミュージアムセンター 事業費(千円) 7,177

【継続事業】

国指定史跡旧島松駅逓所を適切に保存し、活用す
るため、建物及び敷地内の施設等の大規模改修
を行う。

旧島松駅逓所改修工事に向けた耐震診断の実施
「旧島松駅逓所整備基本計画」の素案作成

旧島松駅逓所大規模改
修事業

一般会計

エコミュージアムセンター 事業費(千円) 9,818

【継続事業】

本市の郷土芸能を後世に伝えるため、保存・継承
している団体を支援する。

広島音頭保存会への助成
北広島ふるさと太鼓保存会への助成

郷土文化伝承支援事業

一般会計

エコミュージアムセンター 事業費(千円) 212

【新規事業】

特別天然記念物野幌原始林として新たな区域が
追加指定されたことから、適切な保存に向けて、保
存活用計画を策定する。

特別天然記念物野幌原始林現況調査
特別天然記念物野幌原始林調査委員会運営

野幌原始林保存活用計
画策定事業

一般会計

エコミュージアムセンター 事業費(千円) 3,425
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【施策１　図書館サービスの充実】・【施策２　子どもの読書活動推進】

施策２　子どもの読書活動推進

第６節　読書活動の充実 施策１　図書館サービスの充実

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

図書館が行っている図書の貸出・リクエスト・予約
やレファレンス・相互貸借などの基本的サービスの
ほか、利用価値の高い図書館サービスを提供す
る。またＤＡＩＳＹ図書等障がい者用資料の活用を
図る。

図書館資料の購入
情報検索データベースの活用
高齢者等の宅配サービスの実施

図書館サービス提供事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 20,323

【継続事業】

図書館のボランティア団体で構成する北広島市図
書館フィールドネット運営委員会を支援し、読書の
普及事業を促進する。

北広島市図書館フィールドネット運営委員会に対する
助成

図書館フィールドネット連
携事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 1,300
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【施策１　個性豊かな地域文化の振興】

第７節　芸術文化の振興

施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開

施策１　個性豊かな地域文化の振興

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

文化・スポーツ分野において、優秀な活動を行い、
市民の文化・スポーツ活動の向上発展に寄与した
市民及び団体を顕彰する。

文化賞・スポーツ賞等表彰式の開催

文化賞・スポーツ賞等表
彰事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 901

【継続事業】

市内の芸術文化振興のため、市民の芸術文化活
動を発表する機会の提供とその支援を行う。

市民総合文化祭に助成
地区文化祭に助成

市民文化祭奨励事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 650

【継続事業】

市内の芸術文化振興のため、芸術文化活動を行う
各種団体への支援を行う。

北広島市文化連盟への助成
北広島音楽協会への助成

文化団体活動支援事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 640

【継続事業】

芸術文化ホールの安全性や芸術文化振興のため
の機能維持を図るため、保守点検等で不具合が確
認された設備や箇所について計画的な修繕を行
う。

-

芸術文化ホール設備修繕
事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 0

【継続事業】

文化施設の安全性や利便性などの機能維持を図
るため、各機器等の耐用年数なども考慮しながら、
保守点検等で不具合が確認された設備や箇所を
計画的に修繕する。

令和元年度に更新した設備（冷暖房機中央監視シス
テム機器）に係る備荒資金組合償還金

文化施設修繕事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 6,845
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【施策２　市民等との連携による芸術文化活動の展開】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

芸術鑑賞事業及び芸術創造事業を推進している
芸術文化ホール運営委員会と連携し、各種事業を
展開する。

北広島市芸術文化ホール運営委員会に助成
委員会での自主事業の実施

芸術文化ホール運営委員
会連携事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 10,529

【継続事業】

青少年における芸術文化活動の振興を図るため、
関係する大会に出場する個人又は団体に対し、そ
の費用の一部を助成する。

青少年の芸術文化に関する大会出場経費の一部を助
成

青少年芸術文化大会出
場支援事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 500

【継続事業】

芸術文化ホールの座席予約及び会員情報を管理・
運営するシステム機器を借上げる。

芸術文化ホール事業運営システムの借上げ

芸術文化ホール事業運営
システム整備事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 660

【継続事業】

市及び芸術文化ホール運営委員会等主催の鑑賞
事業のサポート活動及びバーコーナーの運営な
ど、芸術文化ホール（花ホール）を拠点に活動する
花ホールスタッフの会を支援する。市が花ホール
ボランティア育成のため、講習会を実施する。

花ホールスタッフの会に助成
花ホールボランティア講習会の実施

花ホールスタッフの会支
援事業

一般会計

文化課 事業費(千円) 320

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第８節　スポーツ活動の推進 施策１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進

【施策１　健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進】

施策３　スポーツ施設の整備と運営

施策２　競技スポーツの振興

【継続事業】

市民誰もが、生涯にわたりスポーツ・レクリエーショ
ン活動に親しむことができるよう、生涯スポーツ活
動をはじめ、スポーツ・レクリエーション活動の支援
を推進する。

各種障がい者スポーツ大会の支援、スーパードッジ
ボール大会、スナッグゴルフ大会、いちにのジャンプ大
会など各種スポーツ・レクリエーションイベントの開催

市民スポーツ活動推進事
業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 496

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

健康で生きがいのあるスポーツ活動の促進を図る
とともに、北広島市の魅力を発信するため、きたひ
ろしま30㎞ロードレースを実行委員会と連携して開
催する。

きたひろしま30㎞ロードレース実行委員会への支援
（参加記念品の提供、コース警備委託）

きたひろしま30㎞ロード
レース連携事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 700

【継続事業】

スポーツに関する市民ニーズを把握し、施策や環
境整備を計画的に進めるため、「スポーツ振興計
画」を策定する。

スポーツ振興計画の策定

スポーツ振興計画策定事
業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 111
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【施策２　競技スポーツの振興】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民の自発的なスポーツ活動の振興及び競技力
向上を図るため、国際、全国又は全道規模のス
ポーツ大会に出場する選手等に対し、費用の一部
を助成する。

スポーツ大会出場費の助成

スポーツ大会出場支援事
業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 1,508

【継続事業】

青少年の健全育成やスポーツ少年団の組織強化
と自主的な活動の推進のため、スポーツ少年団を
支援する。

スポーツ少年団本部への助成

スポーツ少年団育成事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 453

【継続事業】

競技スポーツの支援及び市民の積極的なスポー
ツ活動と振興を図るため、NPO法人北広島市体育
協会の運営等を支援する。

北広島市体育協会への助成

体育協会活動支援事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 3,118

【継続事業】
市民のスポーツへの興味・関心や参加意欲を高
め、トップアスリートの技術に触れる機会ができ、
市民との交流機会を通じたスポーツ水準の向上や
競技人口の拡大及びスポーツを通じた本市の魅力
発信、まちの活性化を図るため、スポーツ合宿の
実施及び全道・全国大会を誘致する。

スポーツ合宿の実施
全国大会等の誘致

スポーツ合宿・全国大会
等誘致事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 0

【継続事業】

選手育成及び青少年の健全育成を図るため、ジュ
ニアスポーツ選手強化育成事業、底辺拡大事業、
指導者養成事業を実施する。

指導者及びジュニアスポーツリーダー養成の実施
スポーツ教室の実施
キッズスポーツ塾、ジュニアスポーツ塾の開催

スポーツアカデミー事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 1,179
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【施策３　スポーツ施設の整備と運営】

【継続事業】

駐車場34台では不足しており、路上に駐車するこ
とが余儀なくされている状況にあり、利用者の利便
性・安全性を向上し、更なる利用者増加につなげる
ため、駐車場の整備を検討する。

整備手法の検討

自然の森キャンプ場整備
事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民の健康維持及び体力向上に資するため、既
存施設の活用として小中学校の体育館の開放を
行い、スポーツ活動の場を提供する。

市内小中学校14校で実施

学校施設（体育館）開放
事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 5,557

【継続事業】

建築後37年が経過し、アリーナ床の劣化が見られ
るとともに、機械設備・給排水設備・照明設備の経
年劣化が進んでいることから、北海道大演習場周
辺整備統合事業として改修工事を実施する。

体育館リニューアル計画策定
利用者団体、運営委員会、地区の代表による検討委
員会の開催

輪厚児童体育館改修事
業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 0

61



第２章　人と文化を育むまち

第９節　大学との連携 施策１　大学との連携

【施策１　大学との連携】・【施策２　地域活動の促進】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

大学との協働によるまちづくりを推進し地域の活性
化を図るため、学生を中心とした自主的な地域活
動に対し補助金を交付するほか、大学と共催でイ
ベントを開催する。

学生地域活動支援事業補助金の交付
その他連携事業の推進

大学連携推進事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 778

施策２　地域活動の促進
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施策３　国際交流の促進

【施策２　姉妹都市交流事業の拡充】

第１０節　交流の促進 施策１　広域的な交流の促進

施策２　姉妹都市交流事業の拡充

国際交流事業

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 592

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
北広島市、東広島市の郷土祭りに相互訪問するこ
とで、行政機関の交流や地域の特性を生かした教
育文化、経済など幅広い交流の推進を図る。
北広島市を拓いた祖先の地で、今なお原爆症に苦
しんでいる方々にグリーンアスパラを送付すること
で、都市間の交流の絆を深めるとともに、市の成り
立ちや戦争の悲惨さを次世代に伝える。

「北広島ふるさと祭り」「東広島酒まつり」の相互訪問
広島県内の療養施設等にグリーンアスパラを贈呈

姉妹都市交流事業

一般会計

秘書課 事業費(千円) 1,216

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策３　国際交流の促進】

【新規事業】

在留外国人の増加に伴う各種課題に対応するた
め、コミュニケーション支援や生活支援のほか、多
文化共生の地域づくりなど各種取組を検討する。

多文化共生に向けた検討

多文化共生推進事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 0

【継続事業】

異文化への理解と国際感覚をもった人材を育てる
ため、国際交流協議会を支援する。また、カナダ・
サスカツーン市との高校生の派遣交流を開始し30
年を迎えることを記念した事業に対し支援する。

カナダ・サスカツーン市の交流受入、市民交流事業の
実施、組織の強化
派遣交流30周年記念事業の実施
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【継続事業】

農業被害及び生活環境被害の防止を図るため、
有害鳥獣の駆除を実施するとともに北海道と連携
して特定外来生物である「アライグマ」の駆除を実
施する。

有害鳥獣の駆除
特定外来生物の防除
有害鳥獣捕獲許可証等の交付

有害鳥獣駆除対策事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 390

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

公害の未然防止と生活環境の保全を図るため、各
種環境測定を実施するとともに事業所等の監視、
指導等を行う。

各種環境測定の実施
環境監視員の配置
ゴルフ場農薬散布立会

環境保全事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 7,062

【施策３　自然環境の保全】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

自然環境の保全及び創造に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、第3次環境基本計
画を策定する。

第３次環境基本計画の策定

第３次環境基本計画策定
事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 4,538

【施策２　公害対策の推進】

【継続事業】
北広島市地球温暖化対策実行計画に基づき、地
球温暖化の防止や温室効果ガス排出量の削減を
図るため、普及啓発事業の実施や、太陽光発電シ
ステム、高効率給湯暖房機器等の導入への支援
等により省エネや環境配慮行動を誘導する。また、
地球温暖化対策実行計画の計画期間が2020年度
までであるため、次期計画の策定を行う。

環境ひろばの開催
エコドライブ講習会の開催
温暖化対策事業の実施
高効率給湯暖房機等の設置に対する助成
太陽光発電システムの設置に対する助成
次期地球温暖化対策実行計画の策定

温暖化対策推進事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 7,182

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第１節　環境の保全 施策１　地球環境の保全

施策２　公害対策の推進

施策３　自然環境の保全

施策４　環境保全意識の向上

【施策１　地球環境の保全】

施策５　環境衛生の充実
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【新規事業】

北広島霊園の未利用地を、自由墓地区画として増
設する。

自由墓地区画の増設

北広島霊園墓地区画増
設事業

特別会計

環境課 事業費(千円) 20,801

【継続事業】

老朽化している火葬場の延命化や市民の火葬場
利用サービスの選択肢拡大を図るため、札幌市と
の広域連携による札幌市里塚斎場・火葬場の利用
サービスを実施する。

里塚斎場火葬場利用サービスの実施

札幌市里塚斎場火葬場
利用サービス事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 17,644

【継続事業】

日常生活排水を適正に処理するため、合併処理浄
化槽の整備・普及を図ることとし、公共下水道計画
区域外に居住する市民が合併処理浄化槽を導入
する際の支援を行う。

浄化槽設置費の助成

浄化槽設置奨励事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 1,196

【継続事業】

狂犬病の蔓延防止など公共衛生の向上を図るとと
もに動物・害虫などから市民の安全な生活を確保
するため、畜犬管理・野犬掃討、狂犬病予防の推
進、死骸動物の回収、スズメバチ等の駆除などを
実施する。

畜犬の登録・管理
狂犬病予防の推進
畜犬の適正な飼育・管理指導
迷い犬等の保護
野犬の掃討
死骸動物の回収
スズメバチ等の巣の駆除支援

動物衛生等管理事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 3,873

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

自然環境を考えるきっかけづくりや地球温暖化防
止等の環境教育を推進するため、市民団体等と協
働して各種の事業を実施し総合的な環境啓発を推
進する。

自然観察会
エコクッキング
エコ講座

環境啓発推進事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 258

【施策５　環境衛生の充実】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策４　環境保全意識の向上】
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【継続事業】

最終処分場周辺の環境改善のため、処分場周辺
の清掃や有害鳥獣の駆除、周辺に居住する住民
等が実施する鳥獣被害防除に対し補助金を交付
する。

最終処分場周辺環境改善・保持のための有害鳥獣の
駆除
処分場周辺の飛散ごみ清掃
生活環境等改善事業補助金の交付

最終処分場周辺環境整
備事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 1,147

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

最終処分場の延命化や循環型社会の形成に寄与
するため、下水処理センターにおいて、下水道汚
泥等と併せて生ごみのバイオガス化処理を実施す
る。

生ごみのバイオガス化処理

生ごみ処理事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 80,045

【施策２　ごみ処理体制の充実】

【新規事業】

令和6年度に予定されているごみ処理の広域化に
向け、計画的な施策の推進を図るため、一般廃棄
物処理基本計画の改定を行う。

一般廃棄物処理基本計画の改定
・広域での焼却処理に向けたごみ分別区分の変更の
検討
・広域での焼却処理に向けた中継施設建設やクリーン
センター施設レイアウトの変更を含めた効率的で経済
的な収集運搬・処理体制の検討
・ごみ処理手数料適正化の検討
・最終処分場の整備と確保の検討

一般廃棄物処理基本計
画策定事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 411

【継続事業】

最終処分場の延命化、埋め立てごみの減量化を
図るため、粗大ごみとして排出された家具等の修
繕を行い、市民に安価で提供してリユースを行う。

リユース業務委託
運営経費（需用費）

粗大ごみリユース事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 5,949

【継続事業】

ごみ処理量の削減に向けて、再資源化や再商品
化の推進、集団資源回収の奨励、生ごみのたい肥
化、ミックスペーパーの回収など、資源化の促進と
リサイクル意識の高揚を図る。

再資源化・再商品化委託
集団資源回収の奨励
生ごみ堆肥化容器等購入助成
廃棄物減量化の推進
事業系生ごみ分別促進
ミックスペーパーの資源化

ごみ減量化・資源化対策
事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 17,145

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第２節　廃棄物対策の推進 施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進

施策２　ごみ処理体制の充実

【施策１　ごみの減量化・リサイクルの推進】
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【新規事業】

廃棄物の埋立処分先である第６期最終処分場を
延命化させるため、最終処分場についてかさ上げ
工事を行い埋立容量を増加させる。

最終処分場の測量調査等の実施
最終処分場の残容量等調査の実施

最終処分場かさ上げ事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 9,650

【継続事業】
クリーンセンターの老朽化が進んでいることやク
リーンセンターへのごみの直接搬入の大幅な増加
等による施設内の通行車両の安全確保などの課
題も出てきていることから、ごみ処理の広域化にも
対応する施設全体のレイアウト変更も含めた計画
的な施設の更新・修繕を行う。

広域での焼却処理に向けた中継施設建設や管理棟・
トラックスケール等のクリーンセンターにおける施設レ
イアウトの変更を含めた効率的で経済的な収集運搬・
処理体制の検討
資源リサイクルセンター機械修繕

クリーンセンター施設更新
事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 4,345

【継続事業】

北広島市、千歳市、南幌町、由仁町、長沼町、栗
山町で構成する道央廃棄物処理組合において、広
域での廃棄物中間処理（焼却）施設の設置を進め
るため、負担金を支出する。

道央廃棄物処理組合負担金の支出

ごみ処理広域化事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 18,600

【継続事業】

不法投棄抑制のため、廃棄物パトロール員による
監視や指導を行うとともに、回収した廃タイヤ、家
電リサイクル法対象製品等の適正な処理を行う。

廃棄物パトロール員による不法投棄監視、適正排出
指導及び不法投棄ごみの回収
廃タイヤ・廃家電等の処理委託

不法投棄対策事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 6,913

【継続事業】

家庭ごみを適正に処理するため、指定ごみ袋の作
製や粗大ごみの収集運搬、ごみステーションの管
理や整備への支援を行うほか、ごみステーション
からの資源物持ち去りに対する警戒パトロール等
を行う。

指定ごみ袋の作製
粗大ごみの戸別収集
ごみｽﾃｰｼｮﾝの管理指導
庭先収集

家庭ごみ適正処理推進事
業

一般会計

環境課 事業費(千円) 110,795
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【継続事業】

森林保全活動に対する市民の理解や意識向上の
ため、森林整備等のボランティア活動をしているグ
ループへの支援を行い、森林ボランティアの育成を
図る。

森林整備機器の整備
森林ボランティア等への無償貸与

森林ボランティア支援事
業

一般会計

農政課 事業費(千円) 16

【継続事業】

富ヶ岡地区の市有林において、森林ボランティア
団体との協働による森づくりを進めるほか、中学生
の総合学習の場として森林を提供し森林施業体験
を実施する。

家屋等の維持管理
活動用資材等の購入

緑の活動拠点運営事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 153

【継続事業】 緑と花のある美しいまちづくりを推進するため、市
民の参加による公共施設や街路樹桝への花苗植
栽等、花いっぱい運動を展開するとともに、オープ
ンガーデン見学会や花のまちコンクール・誕生記
念樹の贈呈事業を実施する。
また、緑を適切に保全するため、「緑のまちづくり条
例」に基づく緑の保全及び民間施設における緑化
を推進する。

オープンガーデン見学会の実施
花のまちコンクールの開催
誕生記念樹の贈呈
北広島市緑化推進委員会、北広島花の会への支援
開発者との緑化協議

緑化推進事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 5,143

【継続事業】

生活環境の保全や山地災害防止など森林が持つ
多面的機能が十分発揮できるよう、森林経営計画
に基づき市有林の除伐や下刈りなどを実施すると
ともに、森林ボランティアなど市民との協働により
森林整備を推進する。

市有林樹木管理委託
森林ボランティア等による森林整備活動支援等

森林保全活用事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 1,715

【継続事業】

本市のまちづくりのテーマである「自然と創造の調
和した豊かな都市」を目指す将来計画を定めた「緑
の基本計画」の策定を行う。

北広島市緑のまちづくり審議会の開催
緑事業の進行管理
緑の基本計画策定業務

緑の基本計画事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 489

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策１　緑化の推進】

第３節　水と緑の空間の充実 施策１　緑化の推進

施策２　親水空間の保全

施策３　公園の整備
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

ボールパークに関連する都市公園の整備を行う。
用地取得、実施設計、造成工事　一式（きたひろし
ま総合運動公園）

用地取得
調査設計
整備工事

都市公園整備事業 （ボー
ルパーク関連）

一般会計

ボールパーク施設課 事業費(千円) 260,757

【継続事業】

安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、
豊かな市民生活の実現を図るため、公園の整備及
び改修を行う。

なかよし公園他5公園の施設改修等
東の里遊水地の実施設計

都市公園整備事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 104,721

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市内唯一の親水河川である輪厚川の景観維持や
環境整備を市民と協働で実施し、市民に親しまれ
る憩いの場（親水空間）を提供する。

輪厚川河川敷草刈等委託
輪厚川と親しむ会への支援

輪厚川親水事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 1,529

【施策３　公園の整備】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

林業経営の効率化や森林管理の適正化の促進を
目的とした「森林経営管理法」に基づき、森林所有
者に対し、経営管理意向調査等を実施する。

経営管理意向調査の実施

森林経営管理事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 11,867

【施策２　親水空間の保全】
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【新規事業】

市内における国土強靱化に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、国土強靭化計画を
策定する。

国土強靭化計画の策定

国土強靭化計画策定事
業

一般会計

危機管理課 事業費(千円) 0

【継続事業】

平成30年北海道胆振東部地震の対応検証に基づ
き、北広島市地域防災計画及び水防計画の修正
を行う。

地域防災計画の改訂

地域防災計画改訂事業

一般会計

危機管理課 事業費(千円) 145

【継続事業】

災害時における円滑な応急対策のため、市民・関
係機関の参加のもと、各種防災訓練を実施する。

水防訓練、避難所開設・運営訓練の実施
自主防災組織等が計画する防災訓練への支援

防災訓練事業

一般会計

危機管理課 事業費(千円) 119

【継続事業】
災害への対処や災害時の避難場所等における市
民生活の安定を図るため、防災資機材や食料品
等の生活関連物資を備蓄する。なお、大規模災害
時には、自主防災組織が担う役割が大きいことか
ら、救助・応急対策時に必要となる資機材を貸与
し、自主防災組織の活動を支援する。

食料品・毛布・備蓄物置・汚物収納袋・衛生用品等の
購入
福祉避難所防災資機材の購入

防災資機材整備事業

一般会計

危機管理課 事業費(千円) 3,640

【継続事業】 大地震が発生した場合に大きな被害が生ずるおそ
れのある大規模盛土造成地の被害を軽減するた
め、国土交通省の「大規模盛土造成地の滑動崩落
対策推進ガイドライン及び同解説」に基づき、第一
次スクリーニング（大規模盛土造成地を抽出し、
マップの作成、公表）を行い、市民の防災意識を高
め、災害の防止や被害の軽減を図ることを目的と
する。

大規模盛土造成地マップの周知

宅地耐震化推進事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策１　防災対策の推進】

施策３　治山・治水の推進

第４節　防災体制の充実 施策１　防災対策の推進

施策２　自主防災組織の充実
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【継続事業】

千歳川流域の総合的な治水対策を実現するため
に活動している団体に対し、団体の活動が円滑に
推進できるよう、活動費の一部を助成する。

北広島市治水対策促進期成会への補助金交付
【期成会の活動】
関係機関への要請や連絡調整、研修会開催、治水対
策の啓蒙

治水対策促進事業

一般会計

庶務課 事業費(千円) 135

【新規事業】

大雨などによる自然災害の発生予防・拡大防止を
図るために河川の局部改修を実施する。

護岸整備工事

輪葉川局部改修事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 14,150

【継続事業】

大雨などによる自然災害の発生予防・拡大防止を
図るために河川の局部改修を実施する。

2021年度の護岸整備工事実施に向けた検討

中の沢川及び輪上川局部
改修事業
(旧　輪上川局部改修工事
業)

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

大規模な災害発生時においては、住民自ら相互に
協力し、災害に対処することが求められていること
から、地域における自主防災組織の設立を促進
し、組織の育成を図るとともに、地域における防災
活動を担う人材育成を実施する。

出前講座
要綱に基づく助成

自主防災組織育成事業

一般会計

危機管理課 事業費(千円) 1,052

【施策３　治山・治水の推進】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策２　自主防災組織の充実】
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】

複雑多様化する災害及び大規模災害に対応した
消防活動体制の確立のため、老朽化した消防車
両を更新する。

水槽付消防ポンプ自動車更新（署水槽車）

消防車両等更新事業

一般会計

警防課 事業費(千円) 68,261

【継続事業】

消防団員の公務災害を未然に防止するため、計画
的に防火服を更新し、団員の安全を確保する。

防火服の更新に係る備荒資金の利子

消防団員安全装備品等
整備事業

一般会計

消防本部総務課 事業費(千円) 3

【継続事業】

火災等の発生時に速やかに消火活動を行えるよう
消防水利を設置するとともに、老巧化した消火栓を
水道配水管工事に併せて更新する。

防火水槽の設置1基
消火栓の更新8基
消火栓の新設7基

消防水利整備事業

一般会計

警防課 事業費(千円) 34,346

【継続事業】

地域の防災意識の向上やコミュニティの活性化、
防火指導や特別警戒など消防団の自主的な活動
を支援する。

春・秋の火災予防運動
住宅用火災警報器普及啓発活動
他消防団への視察研修
消防団ＰＲ活動
消防団員募集活動
歳末警戒
公務災害防止研修
救命講習の受講

消防団活動支援事業

一般会計

消防本部総務課 事業費(千円) 180

【継続事業】

大規模・特殊災害に対応するため、効率的な活動
及び隊員の安全に配慮した資機材を計画的に整
備し更新する。

軽量空気ボンベ4本更新
水難救助資機材（救命胴衣）の導入

消防活動用資機材整備
事業

一般会計

消防1課 事業費(千円) 569

２０２０年度

【施策１　消防体制の充実】

第５節　消防・救急体制の充実 施策１　消防体制の充実

施策２　火災予防の推進

施策３　救急救命体制の充実
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民の防火意識の高揚を図るため、火災予防の
啓蒙を行っている防火委員会の活動を支援する。

火災予防の街頭啓発
駅前防火花壇の整備
防火パレード
花火遊び時の防火講話
福祉施設等への防火訪問
新規消防クラブ結成

防火委員会推進事業

一般会計

予防課 事業費(千円) 200

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

119番通報の迅速な対応及び出動指令を行う高機
能消防指令システムの安定稼動を維持するためシ
ステム機器の一部を更新する。

消防指令システムサーバー装置の更新に係る備荒資
金の利子

消防指令システム更新事
業

一般会計

警防課 事業費(千円) 25

【施策２　火災予防の推進】

【新規事業】

市民サービスの向上や行財政効果が期待できるこ
とから、石狩振興局管内6消防本部で消防指令業
務の共同運用を令和7年度の開始予定として整備
を進めるための基本設計業務を行う。

基本設計に係る負担金の支出

札幌圏消防通信指令共
同整備事業

一般会計

警防課 事業費(千円) 1,477

【継続事業】

防火服が耐用年数を超え、劣化していることから、
機能性・活動性に優れたものに順次更新し、安全
で迅速な災害活動及び公務災害の未然防止を図
る。

防火服の更新

消防職員安全装備品整
備事業

一般会計

消防本部総務課 事業費(千円) 3,173

【継続事業】
はしご自動車のように機構が複雑で高価であり、
かつ安全性や確実性がより強く求められる消防自
動車にあっては、長時間にわたって安全性や性能
維持の確保を図るために、通常の点検整備に加
え、一定年数経過後に専門技術者によるオーバー
ホールが必要となることから実施する。

-

はしご自動車オーバー
ホール事業

一般会計

消防本部総務課 事業費(千円) 0
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【継続事業】

医師による事後検証や病院実習等を通して救急隊
員の資質向上に努め、救急活動中は医師の指示
で救急救命士が特定行為（薬剤投与等）を円滑に
実施することにより救命率の向上を図る。

就業前・就業中研修
気管挿管再認定講習
ビデオ喉頭鏡研修
MC連絡調整会負担金

救急体制強化事業

一般会計

救急課・救急企画課 事業費(千円) 2,099

【継続事業】

救急車が到着するまで重篤な傷病者に対して迅
速・的確な応急手当ができる市民（バイスタン
ダー）を養成するため、AEDの取扱いを含めた救命
講習会を開催し救命率の向上を図る。

救命講習会（普通・上級・一般・救命入門コース）の実
施
講習会用消耗品の購入

応急手当普及啓発活動
事業

一般会計

救急課・救急企画課 事業費(千円) 555

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策３　救急救命体制の充実】
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【継続事業】

安全、円滑な道路交通の確保や交通事故の防止
により、だれもが安全に安心して通行できるよう、
交通安全施設など交通環境の整備を促進する。

注意看板、警戒標識、路面表示、カーブミラー等の交
通安全施設の設置

交通安全施設整備事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 2,650

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】 交通安全推進員や交通安全学童指導員等の配
置、道路危険箇所への注意標識等の設置及び公
安委員会に対して規制要望を行い、交通安全意識
の定着と事故の抑止を図る。また、各交通安全関
係団体、地域住民及び民間企業などで構成される
北広島市交通安全運動推進委員会が実施する、
広報・啓発活動、交通安全指導、交通安全教室の
実施及び交通安全関係団体の育成に対し交付金
を交付し、市全体が一体となった交通安全運動を
展開する。

交通安全に係る推進員、学童指導員、指導員の配置
街頭啓発、公安委員会に対する規制要望（規制、指示
標識及び信号機の設置要望）
北広島市交通安全運動推進委員会への交付金を交
付

交通安全推進事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 15,090

【施策２　交通安全環境の整備】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　交通安全環境の整備

【施策１　交通安全意識の充実】

第６節　交通安全の推進 施策１　交通安全意識の充実
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【継続事業】
夜間における犯罪の防止及び交通の安全確保を
図るため、街路灯の設置や維持を行う自治会等の
団体に対して補助金を交付する。また、環境負荷
に優しく節電効果の高いLED街路灯への切り替え
を促進するため、LED街路灯設置に係る補助金
（補助基本額の3分の2を補助）を交付する。

街路灯（水銀灯・LED灯）の設置、維持・管理費用の助
成

街路灯整備支援事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 19,447

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】 市民等が安全で安心して生活することができる地
域社会の実現を図るため、「北広島市犯罪のない
安全で安心なまちづくり推進計画」に基づき、犯罪
の未然防止に向けた取組を推進する。また、犯罪
のない社会を理想として、市民の防犯思想の高揚
に努めるとともに、単位（地区）防犯協会の円滑な
発展を促すことを目的とした北広島市防犯協会連
合会に交付金を交付して市全体が一体となった防
犯活動を展開する。

推進会議の開催
市民大会の開催
公用車による青色回転灯パトロールの実施
普及啓発活動の実施
自主防犯団体への資材支援
北広島市防犯協会連合会への交付金の交付

犯罪のない安全で安心な
まちづくり推進事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 938

【施策２　犯罪が起きにくい環境づくり】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　犯罪が起きにくい環境づくり

【施策１　防犯意識の普及啓発】

第７節　防犯対策の推進 施策１　防犯意識の普及啓発
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【継続事業】

市民の消費生活の安定及び向上を目的として活
動する北広島消費者協会を支援する。

消費者協会の活動に対する支援

北広島消費者協会活動
支援事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 410

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
消費生活全般に対する相談や苦情に的確かつ迅
速に対応するため、消費生活センターを設置し、相
談業務を実施することにより消費者被害の未然防
止と拡大防止を図る。また、北海道消費者行政推
進事業補助金を活用し、消費生活問題の周知・啓
発に努める。

消費生活センターにおける相談の実施
相談員研修の実施
啓発事業の実施
消費者大会の実施
見守りネットワーク運営

消費者行政推進事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 3,781

【施策２　消費者保護の推進】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第８節　消費生活の安定 施策１　消費者教育の拡充

施策２　消費者保護の推進

【施策１　消費者教育の拡充】
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【継続事業】

一人一人の個性や人格を認め、あらゆる分野で偏
見や差別などをなくしてすべての市民が平等で暮
らしやすい人権尊重の社会を推進するため、人権
擁護委員との連携を強化し、学校や地域などでの
人権教育・啓発活動を実施する。

人権教育・啓発活動の実施
人権擁護委員との連携強化

人権意識の普及啓発事
業

一般会計

市民課 事業費(千円) 67

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民一人一人が平和の尊さや大切さを認識し、恒
久平和の実現を祈念することを目的として普及・啓
発事業を実施する。

「平和の灯」種火の保守管理
きたヒロシマ平和展などの開催

平和推進事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 256

【施策２　人権意識の啓発】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　人権意識の啓発

【施策１　恒久平和の希求】

第９節　平和と人権尊重社会の推進 施策１　恒久平和の希求
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】

人・農地プランに位置付けられた50歳未満の新規
就農者に対し、農業次世代人材投資資金（経営開
始型）を交付し、経営安定と営農定着の促進を図
る。令和2年度対象者6人（うち夫婦2組）

人・農地プランに位置付けられた５０歳未満の新規就
農者に対する資金交付

農業次世代人材投資事
業

一般会計

農政課 事業費(千円) 7,543

【継続事業】

農業後継者等の確保・育成のため、農業技術習得
などの研修費に農業後継者等育成奨励金を交付
する。また、就農から4・5年目の新規就農者につい
て、資材購入費、農地賃借料等の経費を対象に新
規就農者支援金を交付する。

農業後継者等の研修活動等への助成
新規就農者支援金の交付

農業後継者等育成事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 1,200

【継続事業】

農業後継者の確保と定着促進を図るため、青年等
就農計画の認定を受けた新規就農者に対し、就農
から3年間、農地賃借料の一部を助成する。

新規就農経営安定支援金の交付

新規就農経営安定支援
事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 250

【継続事業】

北広島市、千歳市、恵庭市、江別市、JA道央が共
同し、広域事業として担い手の育成支援や農用地
の利用調整等の公社事業費を負担し農業振興を
図る。

構成員として運営に参画
負担金の納入

道央農業振興公社負担
金事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 2,489

第１節　農業の振興 施策１　担い手の育成

施策２　農地の利用・保全

施策３　都市住民との交流

施策４　生産・流通の振興

【施策１　担い手の育成】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】

認定市民農園に関する情報提供、開設の相談、開
設費用の一部補助を行う。

認定市民農園開設の支援

菜園パーク促進事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 100

【継続事業】

食育の一環として、市内の小学生とその保護者を
対象に、健全な食に対する理解や食と農業の関わ
りについての理解を深めるための食農教室を実施
する。

食農教室の開催

食農教室事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 60

【継続事業】

農園マップ等を活用し、市内のグリーンツーリズム
や農泊の取組を周知する。
また、加工・販売等のグリーンツーリズム等の施設
整備事業に対し補助金を交付する。

農園マップの作製
グリーンツーリズムや農泊に取り組む団体への支援
北広島市産米のＰＲ販売（広島県）
施設や設備等の整備費や機械購入費等への助成とこ
れらの整備費にかかる借入金に対する利子補給

グリーンツーリズム推進
事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 15,115

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

用排水路や農道等の農業施設を維持する組織（1
地区）に対し、交付金を交付する。

市内の活動組織が行う農地・農業用施設等の保全管
理に係る費用に対する補助

多面的機能支払交付金
事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 14,284

【新規事業】

集中豪雨等における農業被害を防ぐため、農業用
排水路の床ざらいと老朽化に伴うコンクリート板の
改修等維持保全を図る。

床ざらい及び柵渠補修等を実施
・南の里幹線排水路ほか2路線

農業用排水路保全事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 17,000

【継続事業】

明暗渠等の排水整備、農地復元、土質改良等を実
施し、生産の安定化や、借り手のいない遊休地の
流動化を図る。

暗渠、明渠の排水整備、客土、石れき除去、ほ場均
平、農地復元に対する助成

農地改良事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 3,000

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策２　農地の利用・保全】

【施策３　都市住民との交流】
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】
効率的かつ安定的な経営を実践できる経営感覚
に優れた農業経営者を育成するため、農業経営改
善計画の認定を受けた農業者が、その計画に則し
て規模拡大などの経営展開を図るために農業経
営基盤強化資金を借り入れした場合に、利子の一
部を国・道とともに助成する。

資金借入利子に対する助成

農業資金利子補給事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 76

【継続事業】

地域の将来にわたる人と農地の課題解決に資す
るための人・農地プランを作成する。また、農地中
間管理機構へ農地を貸し付け機構集積協力金の
交付要件を満たす農業者に対し、同協力金を交付
する。

人・農地プラン作成
経営転換戸数　1戸
対象面積　3.5ha

担い手への農地集積推進
事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 893

【継続事業】

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する
取組とセットで地球温暖化防止や生物多様性保全
に効果の高い営農活動に取り組む農業者で組織
する団体の構成員に対して、取組面積に応じ、予
算の範囲内で補助金を交付する。

一定の条件に沿って環境に配慮した農業者で組織す
る団体に対して国・道とともに補助金を交付

環境保全型農業直接支
援対策事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 1,534

【継続事業】

市内の農業経営体が、経営の発展、改善を目的と
して融資による農業用機械等の整備を行う場合
に、整備費用の一部及び融資円滑化のための保
証経費を助成する。

補助対象経営体への助成

強い農業・担い手づくり総
合支援事業
(旧　経営体育成支援事
業)

一般会計

農政課 事業費(千円) 7,892

【継続事業】

水田活用の直接支払交付金や畑作物の直接支払
交付金等の助成事業を実施する北広島市地域農
業再生協議会の運営に対し支援する。

地域農業再生協議会に助成

経営所得安定対策直接
支払推進事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 6,445

【継続事業】

農業生産組織等の事業、線虫対抗緑肥作物の作
付、預託放牧・酪農ヘルパー事業・エゾシカ被害軽
減対策等の実施に対する支援により農業の生産
振興を図る。

農業技術の向上や情報交換等への支援
健全牛育成のための預託放牧、酪農ヘルパーの導入
への支援
野菜の線虫被害の防止、エゾシカによる被害の軽減
への支援

農業振興奨励事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 2,550

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策４　生産・流通の振興】
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】

畜産の収益性を地域全体で向上させることを目的
とする国の畜産クラスター関連事業として、畜産ク
ラスター計画に定められた中心的な経営体の収益
性の向上等に必要な牛舎などの施設整備等を支
援する。

《支援対象なし》

畜産競争力強化対策整
備事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 0

【継続事業】

平成27年度に設置した鳥獣被害対策実施隊によ
る、エゾシカ等の有害鳥獣駆除を推進する。

鳥獣による農作物等被害防止のため、鳥獣被害対策
実施隊による鳥獣の駆除

鳥獣による農作物等被害
防止対策事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 144

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第４章　活気ある産業のまち

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 100

【継続事業】

企業の健全経営を促進するため、人材育成事業
等を実施する市内企業に対して補助する。

人材育成や能力開発セミナー等への助成
高度な技術習得を目的とする講習会参加への助成

企業人財づくり支援事業

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策１　地元企業の育成】・【施策２　市内での連携】

第２節　工業の振興 施策１　地元企業の育成

施策２　市内での連携
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第４章　活気ある産業のまち

【施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成】

【新規事業】

北広島市商工業振興基本条例に基づき、商工業
の振興と推進のため、次期北広島市商工業振興
基本計画を策定する。

商工業振興基本計画の策定

商工業振興基本計画策
定事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 2,651

【継続事業】

買い物サービス活用ガイドブックを活用した講習会
の実施等により既存サービスの利活用を促進する
とともに、移動販売の試行・検証を行う。

買い物サービス活用ガイドブックの配布、サービス利
活用方法の講習会を実施
移動販売の試行・検証実施

買物不便者対策事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 54

【継続事業】

市内の商店街振興会（北広島中央、北広島さんぽ
まち、大曲商業･事業者、西の里地区：以上4団体）
が実施する、地域商店街の活性化への取組に対し
て補助する。

商店街振興会等が実施する商店街の活性化にかかる
事業に対し、会員数に応じて補助金を交付する。

地域商店街活性化事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 551

【終了事業】

大型店の進出や店舗の移転、事業者の高齢化に
よる廃業など、空き店舗増加への対策事業を実施
する北広島商工会に対して助成する。

≪2019年度終了≫

空き店舗利用促進事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第３節　商業の振興 施策１　各地域商業の振興・商業団体の育成

施策２　商業経営の安定
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】

快適な住環境の整備、市内の建設産業の振興及
び雇用の安定を図ることを目的とし、市内に住宅を
所有し現に居住する者が、市内業者による住宅リ
フォームを実施する場合に、その費用の一部を補
助する。（対象工事費用の10分の1、上限10万円）

リフォーム支援の実施

住宅リフォーム支援事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 15,218

【継続事業】

地域の消費拡大による経済の活性化及び商工業
振興のため、北広島商工会が実施する事業に対し
て補助するとともに、商工会等と連携し市内企業
PRに取り組む。

北広島商工会が実施する商工業振興等に関する事業
への交付金の交付

商工魅力発信事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 708

【継続事業】

中小企業者の事業資金調達の円滑化を図るた
め、市が市内金融機関に原資を預託し、融資事業
を実施する。また、信用保証料の全額及び利子の
一部を市が補給することにより、事業者の負担を
軽減し、中小企業の育成振興を図る。

市内の中小企業者に低利で運転・設備資金等を融資
し、償還額に応じた信用保証料と利子の一部を補助

中小企業者等融資事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 269,653

【継続事業】

小規模事業者の経営の安定化や中小企業を支援
するため、北広島商工会が行う小規模事業者への
経営改善普及事業等に対して補助する。

小規模事業者の経営安定化の促進及び中小企業の
支援

小規模事業指導推進事
業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 28,925

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策２　商業経営の安定】
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】(統合)

地域課題の解決にビジネスとして取り組む団体や
企業等に対し、創業に必要な経費の一部を助成す
るとともに、創業者のつながり形成や市民の創業
への理解等を促進するため、創業フォーラムを開
催する。

コミュニティビジネス創業支援事業補助金の交付及び
アドバイザーによる相談の実施
創業フォーラムの開催

創業促進支援事業
(旧　コミュニティビジネス
創業支援事業、起業促進
支援事業)

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 2,348

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
地域経済の活性化など活力あるまちづくりをめざ
すため、輪厚工業団地や民間所有分譲地への企
業誘致活動を推進するとともに、雇用創出の場を
確保するために北広島市企業立地促進条例に基
づき、事業所の新増設者に対して市内居住者を新
規に雇用した場合に奨励金を交付する。（1人50万
円/年）

進出希望企業を訪問するなどの誘致活動
事業所の新増設者に対する市内居住者雇用奨励金
(50万円/人・3年)を交付

企業誘致推進事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 15,705

【施策２　創業支援】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第４節　企業誘致・創業支援 施策１　企業誘致の推進

施策２　創業支援

【施策１　企業誘致の推進】
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第４章　活気ある産業のまち

【継続事業】

地域資源、観光資源を活用した良好な都市イメー
ジの創出と効果的なプロモーションを展開するとと
もに、集客施設や宿泊施設と連携した都市型観光
推進事業を実施し、交流人口の増加を図る。

自然や歴史、産業、文化、イベント・祭りなど、地域の
魅力を情報とするＷＥＢコンテンツの作成と情報発信。
きたひろしま都市型観光推進協議会の運営・イベント
への参画等・観光情報誌への掲載等

都市型観光推進事業

一般会計

観光振興課 事業費(千円) 1,947

【継続事業】

市の観光振興を図るため、各種イベントへの参加
や観光資源の紹介・宣伝、北広島市観光協会が実
施する事業及び法人化に向けた取組を支援する。

北広島市観光協会が実施する事業への支援
北広島市観光協会の法人化に向けた取組を支援
公財）北海道市町村振興協会の助成金を活用した「北
広島ふれあい雪まつり」３５周年記念事業の開催

観光振興事業

一般会計

観光振興課 事業費(千円) 15,924

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　イベント等の充実

第５節　観光の振興 施策１　観光の振興

【施策１　観光の振興】・【施策２　イベント等の充実】
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第４章　活気ある産業のまち

【終了事業】

若年層における雇用促進及び職場定着支援、並
びに市内定住促進等を図るため、中小企業におけ
る新規雇用に対して助成金を交付する。

≪2019年度終了≫

雇用対策事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 0

【継続事業】

高齢者の就業確保・拡大及び社会参加の促進に
繋がる事業を実施する北広島市シルバー人材セン
ターに対して支援を行う。

シルバー人材センターの運営費及び事業費への補助

シルバー人材センター活
動支援事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 12,000

【継続事業】

季節労働者の通年雇用化に取組む北広島市季節
労働者通年雇用促進支援協議会へ国、道とともに
参画し、支援を行う。

通年雇用人材育成･セミナーの開催などの各種事業に
取り組む北広島市季節労働者通年雇用促進支援協議
会の運営及び市負担金の支出

季節労働者通年雇用促
進支援事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 365

【継続事業】

ハローワークと連携し、求人情報の提供、職業相
談、失業者相談を行う。

就職支援推進員（再任用職員）を配置し、相談室の管
理・運営を行う。また、国では求人情報検索パソコンや
就職相談員を配置し、専門的な指導・支援を行う。

地域職業相談室運営事
業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 2,495

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　勤労者福祉の充実

【施策１　就業機会の拡大と安定化】・【施策２　勤労者福祉の充実】

第６節　労働環境の整備 施策１　就業機会の拡大と安定化
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】
北広島市立地適正化計画に基づき事業を検討・推
進する。ＪＲ北広島駅周辺については都市機能誘
導区域に設定されたことから、市の顔にふさわしい
まちづくりを推進する。また、ＪＲ上野幌駅周辺につ
いて、駅周辺の利便性を生かした土地利用を検討
する。

関係者及び関係機関との協議

駅周辺まちづくり推進事
業

一般会計

企画課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【新規事業】

バリフリーのまちづくりに向けた地域における取組
強化を推進するため、高齢者、障害者等の移動等
の円滑化の促進に関する法律に基づき、移動等円
滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想の策定
に向けた検討を進める

移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想
の策定に向けた検討

移動等円滑化促進事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 0

【終了事業】

転入、転出などの人口実態調査を実施し、定住促
進に向けた資料を作成する。

≪2019年度終了≫

市街地活性化事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 0

【継続事業】

ボールパークの町名・町界整備を検討する。また、
経年劣化している市内の住宅地案内板の今後の
あり方について検討する。

町名・町界審議会の開催準備
住宅地案内板の今後のあり方についての検討

町名・町界整備事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

都市基盤の効果的・効率的な活用を図り、持続可
能で利便性の高い都市づくりの指針とする、北広
島市都市計画マスタープランの策定を行う。

北広島市都市計画審議会の開催
北広島市都市計画マスタープラン策定専門委員会の
開催
都市計画GIS保守委託
北広島市都市計画マスタープラン作成業務委託
区域区分の見直し

市街地整備計画事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 3,038

第１節　市街地整備の推進 施策１　市街地の形成

施策２　駅周辺まちづくり

【施策１　市街地の形成】

【施策２　駅周辺まちづくり】
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

駅周辺の良好な環境保持のため、駅東西側に4か
所設けた自転車駐車場等の適切な管理運営を行
い、自転車の利用促進を図る。

自転車駐車場等の管理運営

自転車駐車場管理事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 1,933

【継続事業】

駅周辺施設等の利便性向上のため、駐車場の適
切な管理運営を行い、利用促進を図る。

市営東西駐車場の管理運営
西駐車場自動管理機器借上
東駐車場自動管理機器借上

有料駐車場管理運営事
業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 8,349

【継続事業】
エルフィンパークを活用して市民に多様な憩いと集
いの場を提供するとともに、市民自らの活動や交
流を促進するため、市民やサークルによる展示な
どのイベントの場を提供する。また、市民サービス
コーナーを活用し戸籍等各種証明の交付など行政
サービスの向上を図る。

エルフィンパーク及び市民サービスコーナーの活用

エルフィンパーク活用事
業

一般会計

エルフィンパーク 事業費(千円) 10,523

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第５章　快適な生活環境のまち

【施策３　住み替えニーズへの対応】・【施策４　空き家対策の推進】

【継続事業】

空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の
防止や解消、空家等の発生抑制や利活用など、総
合的な空家等対策を実施する。

空家等対策推進協議会、審議会の開催、
空家等の適正管理

空き家対策事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 415

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

木造住宅の耐震化促進のため、昭和56年5月31日
以前に着工された木造住宅を対象に所有者が耐
震診断・改修工事を行う際に要する経費の一部を
助成する。

耐震診断の助成
2戸×40千円＝80千円
耐震改修の助成
1戸×300千円＝300千円

木造住宅耐震診断・改修
支援事業

一般会計

建築課 事業費(千円) 380

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【終了事業】

高齢者や低額所得者など住宅困窮者が入居する
市営住宅の住環境水準向上を目的とし、『北広島
市公営住宅長寿命化計画』に沿って、老朽化が著
しい共栄第2団地と北の台団地を、共栄第2団地敷
地に集約した形で建替える。

≪2019年度終了≫

市営住宅共栄団地建替
事業

一般会計

建築課 事業費(千円) 0

【継続事業】
市営住宅は構造により耐用年数が45年または70
年とされ、この間市営住宅としての役割を果たすに
は、その性能を保持するための計画的な修繕や改
善が必要である。平成23年度に策定した「北広島
市公営住宅長寿命化計画」に基づき、必要な修
繕・改善等を実施する。
また、国の長寿命化指針が改正されたことにより、
対象期間が令和3年度までの現長寿命化計画を改
訂する。

2021年度の、市営住宅輪厚団地改修工事実施設計委
託及び公営住宅条寿命化計画の改訂に向けた検討

公営住宅長寿命化事業

一般会計

建築課 事業費(千円) 0

第２節　居住環境の充実 施策１　公営住宅等の整備促進

施策２　多様なニーズへの対応

施策４　空き家対策の推進

施策３　住み替えニーズへの対応

【施策１　公営住宅等の整備促進】

【施策２　多様なニーズへの対応】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

老朽化している道路のうち、交通量、劣化度、重要
度等により順次舗装補修を実施する。

輪厚中の沢線車道
緑陽通線車道
大曲工場2号線車道
のぞみ野幹線2号線車道
駅前1番通線歩道
北進通線歩道

舗装補修事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 90,900

【継続事業】

市管理の道路照明灯を計画的に維持・補修するこ
とにより、車両及び歩行者の通行の安全を確保す
る。また、環境負荷低減を目的としたＬＥＤ化もあわ
せて実施する。

照明灯新規取替
照明灯地際補強
分電盤補修
照明灯塗装
LED化(広葉通線、緑陽通線)

照明灯維持補修事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 24,000

【継続事業】

都市景観の保持と交通の安全性の確保のため、
枯れや倒木によって除去された空き植樹桝の補植
を実施する。

緑陽通線

街路樹補植事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 1,500

【継続事業】

ボールパークに関連する周辺道路やアクセス道路
を整備する。

用地取得
支障物件補償
調査設計
整備工事

市道整備事業（ボール
パーク関連）

一般会計

ボールパーク施設課 事業費(千円) 2,860,061

【継続事業】

未改良区間や老朽化した路線の整備を拡大し、安
全で快適な道路環境を確保する。

大曲椴山線 L=200m
共栄南１号線  L=200m
南9号線 用地測量・道路構造物設計
輪厚三島線 L=400m

市道整備事業（補助）

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 433,482

【継続事業】

市民にとって最も身近な生活道路を整備すること
で、振動や防塵対策、雨水の滞留防止を図り、安
全で快適な道路環境を確保する。

（一次改築）
道路改良舗装 L=100m
（二次改築）
路線測量設計 L=450m
道路改良舗装 L=535m

生活道路整備事業

一般会計

都市整備課 事業費(千円) 178,522

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

第３節　道路の整備 施策１　市内幹線道路・生活道路等の整備

【施策１　市内幹線道路・生活道路等の整備】

95



第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

安全性、利便性の高い都市間道路や市内道路の
ネットワーク形成のため、市内幹線道路等の交通
量などを調査し、道路の計画、建設、維持管理の
基礎資料とする。

北広島市都市計画審議会の開催
道路交通量調査委託

道路計画事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 3,639

【継続事業】

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修工事等を
適期・適切に行うことにより橋梁の長寿命化及び
修繕費用の縮減を図る。

【点検】20橋
【補修設計】高台陸橋、広栄橋【補修工事】広葉橋、泉
陸橋、北進橋【負担金】橋梁点検（建設技術センター）

橋梁長寿命化事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 296,542

【継続事業】

市民の憩いとコミュニティの場としての良好な状態
を維持するため、経年劣化によるシーリング等の
補修を計画的に実施する。

ドームシーリング修繕
天井・屋根防水修繕

東西連絡橋施設補修事
業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 3,500

【継続事業】

市内の土木施設の整備を図り、住民生活の向上に
寄与する目的で、共同で土木工事を実施する者に
対し、事業費の支援を行う。

対象団体に助成

地域土木振興事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 1,000

【継続事業】

道路区域内の所有権、使用権などの権原が市に
無い土地について用地確定を行い、買収、寄附に
より市道用地を取得する。

輪厚三島線
島松仁別線

市道用地確定事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 17,070

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

冬期間の交通確保のため、私道の除雪を実施す
る団体を支援する。

対象団体に助成

私道除雪支援事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 2,335

【継続事業】

冬期間の生活環境の改善と交通確保を図るため、
市街化区域内における市道の排雪を実施する自
治会等を支援する。

自治会等に助成

市道排雪支援事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 48,663

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

環境にやさしい交通手段である自転車の利用促進
を図るため、自転車の貸出しを行い、合わせて市
民の健康促進及びレクリエーションの振興を図る。

駅東口及び自転車の駅でレンタサイクルの実施

レンタサイクル事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 2,538

【施策３　冬期間交通の確保】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市民の日常生活に不可欠な生活バス路線を確保・
維持し、市民生活の利便を図るため、市内完結路
線である「さんぽまち・東部線」を運行するバス事
業者に対し、運行経費を補助する。

乗合バス事業者に対する運行経費の一部補助

生活バス路線確保対策事
業

一般会計

企画課 事業費(千円) 10,224

【施策２　サイクルリング・ネットワークの形成】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　サイクリング・ネットワークの形成

【施策１　公共交通の充実】

施策３　冬期間交通の確保

第４節　交通の充実 施策１　公共交通の充実
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第５章　快適な生活環境のまち

【新規事業】

雪との共存を図りつつ快適な冬環境の形成に向
け、市民・事業者・行政の協働による総合的な雪対
策の指針として次期雪対策基本計画を策定する。

市民アンケートの実施

雪対策基本計画策定事
業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 666

【終了事業】

雪対策基本計画に基づき、より地域の実情に応じ
た除排雪を行うことを目指し、市民、除雪業者、行
政が地域の除排雪に関する課題を共有するため
に地域除雪懇談会を実施する。

≪2019年度終了≫

地域除雪懇談会推進事
業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 0

【継続事業】

除雪車等の更新・増強を計画的に行うことにより、
除雪体制の保持・強化を図り、冬期間の円滑な交
通と安全を確保する。

除雪トラック（専用車）の購入

除雪車等購入事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 62,873

【継続事業】

通常の市道除雪では対応しきれない道路などの除
雪を自主的に行う自治会等を対象に小型除雪機
の貸出を行う。

小型除雪機械の貸出

小型除雪機械貸出事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 1,083

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

夕張シューパロダム広域施設の当初計画規模施
設分に係る構成団体分を負担する。

補助金の支出

石狩東部広域水道企業
団負担事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 59,692

【継続事業】

地震災害時においても重要給水施設への配水を
可能とするため、配水管の耐震化工事を実施す
る。

配水管耐震化
φ300mm L=350m

重要給水施設配水管耐
震化事業

企業会計

水道施設課 事業費(千円) 57,680

【終了事業】

当該事業は、休日等における給水装置に関する相
談や漏水等に迅速に対応するため、実施している
が、経常的な運用の段階に入っていることから、政
策事業としては、終了する。

≪2019年度終了≫

休日等給水サービス業務
委託事業

企業会計

水道施設課 事業費(千円) 0

【継続事業】

市街化調整区域に居住する市民に対して良質な
飲料水の確保と安定供給を図るため、飲料水等供
給施設の設置工事に対する費用の一部を助成す
る。

給水施設設置費、井戸設置費を助成

飲料水等供給施設設置
支援事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 1,000

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策４　水道経営基盤の強化

第５節　水道の整備 施策１　水の安心

施策２　水の安定

施策３　施設の維持

【施策１　水の安心】・【施策２　水の安定】

99



第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

上下水道事業を将来にわたって安定的に経営して
いくため、中長期的な見通しに立った経営の基本
計画である「経営戦略」について、実績の検証を行
うとともに情勢の変化を反映した定期的な改定を
行う。

水道事業経営戦略の3年ごとの計画期間延長・見直し

経営戦略管理事業
(旧　水道事業経営戦略策
定事業)

企業会計

経営管理課 事業費(千円) 240

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

地震災害時においても安定的な配水を可能とする
ため、配水池の耐震補強工事を実施する。

西の里旧配水池耐震補強

基幹水道構造物耐震化
事業

企業会計

水道施設課 事業費(千円) 87,865

【継続事業】

安定的な配水を継続していくため、配水池の老朽
化した電気計装・機械設備更新工事を実施する。

緑陽配水池電気計装・機械設備更新

配水施設電気計装・機械
設備更新事業

企業会計

水道施設課 事業費(千円) 330,275

【継続事業】

漏水事故等の未然防止と有収率の向上を図るた
め、老朽化した既存配水管の更新工事を実施す
る。

配水管更新
φ50-150mm L=2,210m

老朽管更新事業

企業会計

水道施設課 事業費(千円) 175,990

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策３　施設の維持】

【施策４　水道経営基盤の強化】

100



第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】

市内で発生するし尿・浄化槽汚泥及び南幌町・由
仁町・長沼町から発生するし尿・浄化槽汚泥を事
務委託により、下水処理センターにおいて、下水道
汚泥等と併せてバイオガス化処理を実施する。

し尿・浄化槽汚泥のバイオガス化処理

し尿処理事業

一般会計

環境課 事業費(千円) 74,277

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
下水汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥から生成され
る乾燥汚泥について、肥料取締法の基準に適合し
た汚泥肥料として緑農地還元を行っていくため、し
尿等の分析を実施するとともに、廃棄物処理法に
沿った乾燥汚泥の製袋・保管及び運搬業務を実施
する。

フレコンバッグ等の購入、し尿等分析調査の実施、施
設維持管理業務委託の中で乾燥汚泥肥料のフレコン
バッグ製袋及び圃場運搬業務の実施

汚泥有効利用推進事業

企業会計

下水処理センター 事業費(千円) 2,186

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

市街地における快適で衛生的な生活環境を確保
し、公共用水域の水質保全を図るため、老朽化し
た施設・機器の更新を実施する。

受変電設備更新
３系水処理棟耐震補強
脱硫設備更新
機器更新実施設計

下水処理センター整備事
業

企業会計

下水道課 事業費(千円) 280,042

【継続事業】

浸水対策としての雨水管整備及び老朽化対策とし
てのポンプ場設備及び汚水管の更新、非常時の機
能確保に向けたポンプ場の耐震補強、ボールパー
ク建設に向けた調整池及び管渠の実施設計、下
水道管渠布設工事を実施する。

稲穂地区外雨水管整備 φ250-600mm L=330m
汚水管更新 φ250mm L=60m、人孔蓋更新
BP地区雨水管整備 φ250-1800mm L=1,230m
BP地区汚水管整備 φ200-350mm L=970m
BP地区雨水調整池及び下水道管渠実施設計

下水道(雨・汚水管)整備
事業

企業会計

下水道課 事業費(千円) 877,950

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理

施策２　発生汚泥の有効利用

【施策１　下水道の整備と利用の促進】

【施策３　し尿・浄化槽汚泥の処理】

【施策２　発生汚泥の有効利用】

第６節　下水道の整備 施策１　下水道の整備と利用の促進
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第５章　快適な生活環境のまち

【継続事業】
北海道景観条例に基づき、快適で美しい街並みの
形成と維持を図るため、届出対象となる建築物な
どについての意見照会に対する回答、都市景観に
かかる啓発、違反広告物の簡易除去及び屋外広
告物に係る指導を行う。また、景観を意識づける取
組を行う。

景観法に基づく意見照会への回答・協議
都市景観の啓発
違反広告物の指導・除去
素敵なまちを未来へ伝える事業の実施

都市景観形成事業

一般会計

都市計画課 事業費(千円) 68

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策１　景観づくり】・【施策２　景観の維持】

施策２　景観の維持

第７節　都市景観の形成 施策１　景観づくり
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第５章　快適な生活環境のまち

【施策１　行政事務の情報化】・【施策２　情報化の環境整備】

【継続事業】

庁内で部署横断的に利用する各種システム（住
基、税情報等を扱う業務システム、財務会計、文書
管理などの内部業務システム）の調達・維持全般
を統合し、一体的な管理を行う。

総合市民情報システムの管理運用
総合内部情報システムの管理運用
住民基本台帳ネットワークシステムの管理運用
その他庁内システム等の管理運用・調整等

総合情報システム管理事
業

一般会計

行政管理課 事業費(千円) 78,459

【拡大事業】
庁外の任意の場所から安全に庁内環境へアクセ
スできるように、高セキュリティな無線回線環境を
導入する。また、この回線を通じて庁内のシンクラ
イアントサーバーに接続できるモバイルシンクライ
アント端末を設定し、業務上必要な職員へこれら端
末を貸与し運用する。

庁外作業用モバイル行政事務端末環境の導入・運用

情報通信基盤設備管理
事業

一般会計

行政管理課 事業費(千円) 4,629

【継続事業】

システム利用の基盤となる通信環境・ハードウェア
等の管理全般を統合し、一体的な管理を行う。ま
た、多様な働き方への対応を検討するため、庁外
から業務を行えるモバイル環境を設定し、各種実
証を行う。

通信環境を含む基盤機器等の保守及び修繕
複合機の維持管理
端末の更新・維持管理
各種ソフトウェア更新

情報通信基盤設備管理
事業

一般会計

行政管理課 事業費(千円) 126,552

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　情報化の環境整備

第８節　情報化の推進 施策１　行政事務の情報化
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第５章　快適な生活環境のまち

【新規事業】

議会のＩＣＴ化による会議の効率化、活性化等を図
るため、タブレット端末を導入する。

タブレット端末の借上（22台）

議会ＩＣＴ化推進事業

一般会計

議会事務局 事業費(千円) 1,442

【継続事業】

市議会議員の調査・研究に係る政務活動費を交付
し、議員活動の活性化を図る。

政務活動費の交付

市議会政務活動事業

一般会計

議会事務局 事業費(千円) 3,432

【継続事業】

NPO法人と協働し、市政情報や地域情報を動画を
用いて発信する。無料動画投稿サイトと連携する
ホームページを用い、作成した映像コンテンツを配
信することにより、北広島市の観光・産業等の振興
を図る。

映像コンテンツ作成等

協働事業きたひろＴＶ推進
事業

一般会計

政策広報課 事業費(千円) 1,350

【継続事業】

統計調査の円滑かつ適正な実施、調査力の向上
を目的とする統計協議会の活動を支援する。

統計情報の周知や研修事業に対する助成

統計協議会活動支援事
業

一般会計

政策広報課 事業費(千円) 100

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

施策２　情報公開制度の充実

【施策１　情報の共有】・【施策２　情報公開制度の充実】

第９節　情報公開・広報広聴の充実 施策１　情報の共有

施策３　個人情報の保護

施策４　広報広聴活動の充実
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【継続事業】

定例会等での一般質問や代表質問の答弁及び各
議案の審議状況など、市議会の活動概要を市民
に周知するため、市議会だよりを発行する。また、
インターネットを利用した議会中継を行う。

議会だよりの発行
議会中継システムによる議会中継(生中継及び録画中
継)

議会広報事業

一般会計

議会事務局 事業費(千円) 4,602

【継続事業】

多様化・複雑化する市民ニーズの的確な把握と、
市民と行政との共通理解を深めて協働によるまち
づくりを進めるため、市政懇談会や出前トーク、出
前講座等を開催するほか、市民の声などの各種広
聴活動を実施する。

市民、各種団体等からの意見や要望等の受付、集約
及び回答
出前トーク、出前講座の実施
よくある質問Ｑ＆Ａの公表
市民見学会の実施
市政懇談会の開催

広聴活動事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 22

【継続事業】

コミュニティＦＭ「ＦＭメイプル」を通じて、市の施策
や行事などの市政情報を、音声で分かりやすくタイ
ムリーに市民へ伝える。

市役所情報ＢＯＸ
きたひろ再発見
協定に基づき、災害時の緊急情報や高齢者の行方不
明情報を放送

コミュニティＦＭ広報事業

一般会計

政策広報課 事業費(千円) 1,921

【継続事業】

市の施策や情報、市内の出来事や市民の活動を
市民に分かりやすく伝えるため、広報「北広島」を
発行する。

広報北広島の発行

広報紙発行事業

一般会計

政策広報課 事業費(千円) 35,589

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【施策４　広報広聴活動の充実】
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第６章　にぎわい・活力のあるまち

【継続事業】

多子世帯の経済的負担を軽減するため、年収640
万円未満相当世帯の3歳未満児を対象に、多子判
定の年齢制限を撤廃し、第2子以降の保育料を無
償化する.(道補助1/2)

多子世帯の経済的負担軽減を実施

多子世帯子育て支援事業

一般会計

子ども家庭課 事業費(千円) 0

妊婦健康診査通院支援
事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 5,996

【継続事業】

法律上の婚姻関係にある夫婦のうち妻にあたる者
が当市に住所登録があり、北海道の特定不妊治
療費助成の決定を受けた者を対象に、不妊治療に
要する費用を助成する。

特定不妊治療費助成

特定不妊治療助成事業

一般会計

健康推進課 事業費(千円) 1,516

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【終了事業】

子育て世帯の経済的負担の軽減と、出産後におけ
る育児支援等を目的に、出産祝金やファミサポ利
用無料券を支給する。

≪2019年度終了≫

健やか子育て支援事業

一般会計

子ども家庭課・地域子育て支援センター 事業費(千円) 0

【継続事業】

安心して出産できる環境を整備するため、分娩の
できる産科の開設に向け、その開設経費に対する
補助制度を実施する。

産科誘致に係る補助制度の実施

産科誘致推進事業

一般会計

第１節　地方創生の推進 施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実

施策２　新しい人の流れの創出

施策３　魅力的なまちの形成

施策４　新しい事業・価値の創造

【施策１　妊娠・出産・子育て環境の充実】

健康推進課 事業費(千円) 0

【継続事業】

市外の医療機関や助産所で妊婦健康診査を受診
した妊婦で、申請時に母子の住所登録が当市にあ
る者を対象に、通院に要する費用を助成する。

妊婦健康診査通院助成
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【継続事業】

観光客などの誘客による交流人口の拡大を図るた
め、市内サイクルイベント（ツール・ド・キタヒロ）の
開催や大都市圏等での観光プロモーションを実施
する。

サイクリングツアーの開催
パンフレットの増刷
サイクルスタンドの設置
大都市圏等へのプロモーション
多言語翻訳機の設置

サイクルツーリズム等観
光拠点整備事業

一般会計

観光振興課 事業費(千円) 2,000

【継続事業】

北海道が行うマッチング支援事業と連携し、東京
圏から移住して就業しようとする者が転居・就業に
至った場合に、移住支援金を給付する。

移住支援金の給付

ＵＩＪターン新規就業支援
事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 2,001

【継続事業】

市の知名度向上と交流人口の増加を目的に、来市
を促し直接まちを知ってもらい、まちの魅力を感じ
てもらえる「ふるさと納税返礼品」を贈呈する。

ふるさと納税返礼品の周知
返礼品の贈呈

ふるさと応援事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 135,082

【終了事業】

子育て世帯の移住・定住を促進するため、住宅を
購入した50歳未満の方を対象に、住宅購入費用の
一部を助成する。また、子育ての安心と親世代の
安心につながる同居・近居への支援など、加算型
の助成事業として実施する。

≪2019年度終了≫

子育て世代マイホーム購
入サポート事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 0

２０２０年度

【終了事業】

学生の定住を促進し、北広島市を第2の故郷と感じ
てもらうため、大学入学に伴い市内に転入(住民票
を異動)する学生に対して補助金を支給する。

≪2019年度終了≫

大学生市内居住推進事
業

一般会計

企画課 事業費(千円) 0

【終了事業】

出産や育児等で仕事にブランクのある女性を対象
に、ビジネスマナー、パソコンスキル習得の座学研
修と就職を目的とした職場実習を行い、職場復帰
を目指す。

≪2019年度終了≫

働きたい女性のための再
就職支援事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【施策２　新しい人の流れの創出】

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【継続事業】

官民一体となった機運の醸成や市民理解及び市
民参画の促進、北海道日本ハムファイターズとの
連携を図ることなどにより、ボールパーク構想を推
進する。

事業推進に向けた機運醸成活動
周知、啓発による市民理解の促進
球団及び関係機関との協議・連携

ボールパーク構想推進事
業

一般会計

ボールパーク推進課 事業費(千円) 3,666

【継続事業】

公共交通の利用促進や日常生活における足の確
保に向け、市内完結路線（さんぽまち・東部線）沿
線に住む高齢者にバス運賃の一部を助成するほ
か、運転免許自主返納者に対して、バス・タクシー
運賃の一部を助成する。

高齢者バス利用助成
運転免許証返納者バス・タクシー利用助成

バス等利用支援事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 10,335

【継続事業】

公共交通の現状を踏まえ、将来を見据えた持続性
のある公共交通のあり方や方向性を明確にし、本
市にとって望ましい公共交通網の形成に向けた指
針となる地域公共交通網形成計画に基づき、事業
を推進する。

地域公共交通網形成計画に基づいた事業の実施
地域公共交通活性化協議会の運営

地域公共交通網形成計
画推進事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 1,283

【継続事業】

移住促進、企業誘致、人材育成など、まちづくりの
様々な分野における首都圏との幅広い人脈やネッ
トワークをつくるため、首都圏を中心とする北広島
市にゆかりのある人々を会員として設立された「東
京北広島会」を運営する。

総会及び交流会の開催
役員会の開催
会員募集、会報の発行等

東京北広島会運営事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 1,201

【継続事業】

市内在住の子どもたちから、将来の夢の実現にむ
けて「今、チャレンジしてみたい」と思っていることを
募集し、その実現に向けてまち全体（市民、企業、
団体、行政等）が連携して支援する。

チャレンジの選考
チャレンジ実現に向けた支援
事業報告会

子ども夢チャレンジ応援
事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 1,512

２０２０年度

【継続事業】

子どもたちの進学の希望を叶え、次世代を担う人
材の確保を図るため、卒業後に就職し、かつ、市
内に居住した者に対し、本人が貸与を受けている
奨学金の返還に係る費用の一部を補助する。

状況報告の受付
補助金の交付
《2019年度をもって新規登録者の受付終了》

ふるさと奨学金事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 2,525

【施策３　魅力的なまちの形成】
事業名
（担当課）

事業内容
年度計画
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【継続事業】

将来のまちづくりを担う人材育成や切れ目ない子
育て支援制度の構築に向けて、高校生等を対象に
通学に要する費用の一部を助成する。

通学費の助成

高等学校等生徒交通費
助成事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 8,173

【拡大事業】

令和3年度(2021年度)の小中一貫教育全国サミット
の開催市として、本市が決定されたことから、授業
公開校における取組の充実を図るため、実行委員
会を立ち上げ、各校における研究を進めるための
事業費として、交付金を交付する。

全国サミット実行委員会の立ち上げ
実行委員会と授業公開校の連携による授業内容の充
実に向けた取組
小小連携、小中一貫の実践と検証

小中一貫教育推進事業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 1,248

【継続事業】

子どもを取り巻く社会環境の変化に伴う様々な教
育課題に対応していくため、小中9年間で「連続し
た学び」を保障する一貫教育を推進し、学力や社
会性などの「生きる力」の育成を図る。

各中学校区の一貫教育カリキュラムの検証
小中一貫教育全国サミットへの参加

小中一貫教育推進事業

一般会計

小中一貫・教育施策推進課 事業費(千円) 886

【継続事業】

既存住宅の流動化及び活用を図るため、中古住
宅を購入した者に対し、リフォーム費用の一部を補
助する。（対象経費の1/5、上限20万円）

中古住宅リフォーム支援の実施

リユース住宅活用サポー
ト事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 1,602

【継続事業】

空き家の流動化を促進し、土地の有効活用と快適
な住環境の整備を図るため、空き家の解体費の一
部を補助する。（対象経費の1/3、上限30万円）

解体支援の実施

空き家流動化促進事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 6,006

【継続事業】

住み替え支援協議会における相談会等の活用に
より、子育て世代に広い住生活空間を提供すると
ともに、高齢者に利便性の高い住宅への住み替え
を促進する。

住み替え支援協議会の運営
住み替え支援セミナー・相談会の開催
住み替え支援の推進

住み替え支援事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 507

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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【終了事業】
合同企業説明会を実施し、市内企業の求人業務
への支援を図る。また、「仕事に復帰したいけれ
ど、ブランクがあって不安」「家庭と両立させるのが
不安」など働くことに不安を抱える主婦層や新規学
卒予定者等にイベントを通じて就職機会の提供を
図る。

≪2019年度終了≫

働きたい女性のための企
業合同雇用促進事業

一般会計

商工業振興課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【新規事業】

ＪＲ北広島駅西口周辺エリアの魅力と価値を高め
るような市有地の効果的な活用及び私有地を含め
た一体的な土地利用・機能整備を進める。

公募支援業務委託
関係者及び関係機関との協議
事業者の公募

駅西口周辺エリア活性化
事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 13,988

【施策４　新しい事業・価値の創造】

２０２０年度

【継続事業】

市内農産物等を原材料とした加工品の製造・販売
や地産地消など、農業者の所得向上につながる6
次産業化や農商工連携等の取組を支援する。

農業者等へのセミナー等の開催
商品開発等事業への助成

六次産業化等支援事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 1,083

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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２０２０年度

【継続事業】

住民活動拠点の維持や地域コミュニティ活動の円
滑化を目的として、地区住民センター等の老朽化し
た備品の計画的な更新、各住民集会所の維持管
理団体（自治会等）が整備する備品等に対して補
助金を交付する。

地区住民センター等の備品購入
住民集会所備品整備費の助成

コミュニティ施設整備事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 1,100

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】
市民協働推進会議による審議や評価をもとに公益
活動団体への支援を行い、市と公益活動団体との
協働事業を促進する。また、地域住民の自主的な
まちづくりを推進し、地域の活性化に資するため、
自治会、町内会等の地域住民により構成する団体
が行う地域の特色を活かしたまちづくり活動への
助成を行う。

市民協働推進会議の開催
補助金、協働事業提案制度の運用
NPO法人認証事務等
NPOセミナーの実施

市民協働推進事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 3,590

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】
市政の振興に寄与した方や衆人の模範と認められ
る行為があった方の功績や事績をたたえ、市が感
謝の意を表することで、各分野で地道に活動して
いる方への激励や市民の市政に対する意識向上
を図り、市民との協働のまちづくりや市の自治振興
を促進する。

功労表彰
善行表彰

市表彰事業

一般会計

総務課 事業費(千円) 844

【施策２　協働の推進】・【施策３　公益活動の促進】

事業内容
年度計画

【継続事業】

市民参加条例に基づく市民参加手続の実施状況
について、市民参加推進会議による検証・評価を
もとに進行管理を行い、行政への市民参加の促進
を図る。

市民参加推進会議の開催
市民参加手続きの進行管理

市民参加推進事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 316

第２節　市民参加・協働の推進 施策１　市民参加の推進

施策３　公益活動の促進

施策４　地域コミュニティの醸成

【施策１　市民参加の推進】

施策２　協働の推進

事業名
（担当課）

【施策４　地域コミュニティの醸成】

２０２０年度
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【継続事業】

西の里地区における公共施設の整備に向けた検
討を進める。

整備に向けた検討

西の里地区公共施設整
備事業

一般会計

 市民課・西の里出張所 事業費(千円) 0

【終了事業】

市役所隣接地について、庁舎敷地の利便性の向
上や、東部市街地の活性化の観点から、求心的な
土地利用を図るため、市民が集い交流できる場と
しての広場を整備する。

≪2020年度終了≫
2020年度共用開始

市民交流広場整備事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 0

【継続事業】

地域コミュニティの醸成を図るため、町内会・自治
会等の活動費の一部を助成する。

町内会等に対して交付金の交付
連合町内会等に対して交付金の交付
市自治連合会交付金の交付

地域コミュニティ推進事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 11,765

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度
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２０２０年度

【継続事業】

「第2次きたひろしま男女共同参画プラン」に基づ
き、男女が互いに尊重し、協力し合う社会を実現し
ていくため、市民や関係機関と連携を図るととも
に、意識啓発や学習活動などを行う。

男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスに関するセミ
ナーの開催、男女共同参画推進委員会の開催、情報
紙えみんぐの発行、女性法律相談・各種啓発パネル
展の実施、ワーク・ライフ・バランス企業支援への取組

男女共同参画推進事業

一般会計

市民参加・住宅施策課 事業費(千円) 796

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【施策２　社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進】

第３節　男女共同参画の推進

【施策３　仕事と生活の調和が実現できる環境の整備】
【施策４　あらゆる暴力根絶への取組】

【施策１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革】

施策４　あらゆる暴力根絶への取組

施策３　仕事と生活の調和が実現できる環境の整備

施策２　社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進

施策１　男女共同参画社会の実現に向けた意識の変革
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【継続事業】

人口減少傾向にあるなか、持続可能な都市経営に
向けて、人口増加のための定住や移住を促進して
いくため、庁内外の関係機関との連携、協力のも
と、まちの魅力を発信するとともに、市民がまちに
愛着を持つことを促進する施策を推進する。

人口増加対策事業の推進
定住促進プロモーションの実施

シティセールス推進事業
(旧　北広島団地イメージ
アップ事業を統合)

一般会計

政策広報課 事業費(千円) 2,623

【継続事業】

人口減少に歯止めをかけ、まちの活性化を図るた
め策定した総合戦略の着実な推進のため、全庁的
な戦略施策の進捗状況を把握するとともに、庁内
及び外部会議においてPDCAサイクルによる検証
を行う。また、第2期総合戦略を策定する。

総合戦略推進会議の運営
進行管理状況の公表
第2期総合戦略の策定

総合戦略推進事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 503

【継続事業】

総合計画の着実な推進と効率的かつ効果的な行
政運営に向けて、PDCAサイクルによる進行管理
や推進計画の策定、総合計画推進委員会を開催
する。また、現総合計画が2020年度で終了するこ
とから、新たな総合計画の策定も進める。

2021推進計画の策定
推進計画パブリックコメントの実施
総合計画推進委員会の運営
第6次総合計画の策定

総合計画推進事業

一般会計

総合計画課 事業費(千円) 2,343

２０２０年度

【継続事業】

成果を重視する行政運営への転換、情報公開によ
る政策の透明性、職員の意識改革や政策形成能
力の向上を図るため政策評価を行う。

事務事業評価の実施
市民満足度調査

政策評価事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 136

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

施策５　組織・職員の活性化

施策６　新庁舎の整備

施策２　行財政改革の推進

施策３　健全な財政運営

施策４　行政サービスの充実

【施策１　効率的な行財政運営】

第４節　行財政運営・行革の推進 施策１　効率的な行財政運営
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【新規事業】

土木事務所の移転・新築に向けた実施設計や用
地取得、粗造成を行う。

実施設計
用地取得
粗造成

土木事務所移転整備事
業

一般会計

土木事務所 事業費(千円) 209,360

２０２０年度

【継続事業】

市民生活の安定を図るため、市民が日常生活を営
む中で直面する法律上の諸問題や疑問について、
弁護士による無料法律相談を実施する。

無料法律相談の実施
月2回、1回当たり6名までの相談を実施

市民法律相談事業

一般会計

市民課 事業費(千円) 734

２０２０年度

【継続事業】

広報紙及び市ホームページによる市の財政情報
の公表並びに財務会計システムを活用し財務書類
の作成・公表を行う。

各種財政情報の市広報及び市ホームページでの公表
当初予算の作成過程の公表
統一的な公会計基準に基づく財務書類の作成及び公
表

財政情報公開事業

一般会計

財政課 事業費(千円) 0

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

【継続事業】

行財政改革大綱・実行計画に基づき、行財政改革
推進委員会を開催しながら、行財政システム全般
についての改革を行うとともに、権限移譲等の地
方分権改革へ対応する。また、次期行財政改革大
網・実行計画を策定する。

行財政改革推進委員会、行財政改革推進本部会議の
開催
行財政改革大綱・実行計画の進行管理
次期行政改革大綱の策定

行財政改革推進事業

一般会計

企画課 事業費(千円) 112

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【施策２　行財政改革の推進】

【施策３　健全な財政運営】

【施策４　行政サービスの充実】
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第６章　にぎわい・活力のあるまち

【継続事業】

市が行うべき職員の福利厚生に関する事項の一
部を職員福利厚生会が行うことにより、福利厚生
事業の円滑な実施や職場の活性化等を促すととも
に、公務能率の向上を図る。

職員福利厚生会に対する交付金の交付

職員福利厚生事業

一般会計

職員課 事業費(千円) 1,784

事業名
（担当課） ２０２０年度

【継続事業】

北広島市職員人材育成基本方針に定めた職員像
の実現に向けて、職員一人ひとりが高い能力を身
に付け、組織として活性化していくように、職員研
修計画に基づき、自主研修の支援や職場内の研
修、派遣研修など各種の職員研修を実施する。

自己啓発研修
職場支援研修
市独自集合研修
派遣研修

職員研修事業

一般会計

職員課 事業費(千円) 5,097

事業内容
年度計画

【施策５　組織・職員の活性化】
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第６章　にぎわい・活力のあるまち

２０２０年度

【継続事業】

札幌市が中心となって形成した連携中枢都市圏に
より、近隣市との連携による市民の交流、移住イベ
ントなどを実施する。

連携事業の実施

連携中枢都市圏推進事
業

一般会計

企画課 事業費(千円) 273

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

第５節　広域連携の推進 施策１　広域連携の推進

【施策１　広域連携の推進】・【施策２　国・道との連携】

施策２　国・道との連携
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【継続事業】

北海道胆振東部地震により、甚大な被害を受けた
北広島市大曲並木地区の早期復旧・復興を図る
ための調査や工事の設計及び工事を実施する。

大曲並木地区宅地耐震化対策工事
大曲並木地区地下水位低下工事
大曲並木地区家屋調査委託
大曲並木地区宅地耐震化対策工事の工事管理委託

公共施設等地震災害復
旧事業

一般会計

1,188,910
事業費(千円)災害復興支援課

400,476上記の額のうち、繰越分の額

【終了事業】

北海道胆振東部地震で破損した小中学校校舎の
復旧を行う。

≪2019年度終了≫
文教施設地震災害復旧
事業

一般会計

教育総務課 事業費(千円) 0

【継続事業】

北海道胆振東部地震に係る公共土木施設の復旧
を行う。

大曲川復旧工事
大曲川復旧工事用地境界杭設置業務

公共土木施設地震災害
復旧事業

220,449

文教施設台風災害復旧
事業

一般会計

土木事務所 事業費(千円)

【終了事業】
平成30年台風21号災害により被害が生じた北広
島レクリエーションの森のアスレチックの修繕を行
う。。

≪2019年度終了≫

一般会計

社会教育課 事業費(千円) 0

【終了事業】

北海道胆振東部地震に係る農地の復旧を行う。 ≪2019年度終了≫
農林水産施設地震災害
復旧事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 0

【終了事業】

平成30年台風21号災害に係る林道の倒木処理を
行う。

≪2019年度終了≫

農林水産施設台風災害
復旧事業

一般会計

農政課 事業費(千円) 0

【継続事業】

北海道胆振東部地震により住居を使用することが
できなくなり、自らの資力では住居を確保すること
ができない者に対し、災害救助法による応急仮設
住宅として、市が民間賃貸住宅を借り上げる。

応急仮設住宅の供与
みどりの里住民集会所代替施設借上

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

２０２０年度

　　　　災害復興

北海道胆振東部地震災
害救助事業

一般会計

災害復興支援課 事業費(千円) 14,016
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【推進計画事業費・財源内訳】 ≪2020年度≫　　（単位：千円）

国・道支出金 地方債 その他 一般財源
6,919,705 3,982,081 345,841 244,535 2,347,248
444,702 57,282 77,173 310,247
101,059 8,067 19,580 73,412

2,607,810 1,416,633 340,074 61,842 789,261
2,246,946 1,567,075 0 525 679,346

224,889 86,420 5,767 61,986 70,716
1,294,299 846,604 0 23,429 424,266

927,467 143,273 272,700 22,139 489,355
231,530 922 230,608
557,950 132,602 272,700 8,531 144,117
23,069 3,068 20,001
30,436 133 9,585 20,718
26,106 6,538 529 19,039
21,623 21,623
21,045 1,401 19,644
13,122 10 1,501 11,611

778 778
1,808 592 1,216

877,102 126,416 347,000 167,424 236,262
62,944 784 20,800 6,964 34,396

255,000 135,463 119,537
386,390 121,781 211,000 18,928 34,681
19,241 2,130 14,100 3,011

110,888 101,100 89 9,699
17,740 17,740
20,385 5,980 14,405
4,191 1,721 2,470

323 323
449,219 36,114 17,000 252,774 143,331
80,575 34,492 17,000 1,474 27,609

100 100
317,760 600 250,000 67,160
18,053 1,022 300 16,731
17,871 1,000 16,871
14,860 14,860

6,268,599 2,567,960 2,849,992 157,485 693,162
23,843 11,604 12,239

795 285 510
3,910,216 2,138,797 1,554,200 56,750 160,469

128,382 41,713 18,700 1,317 66,652
712,742 35,902 466,200 15,120 195,520

1,234,455 347,100 810,892 65,025 11,438
68 2 66

209,640 3,267 6,359 200,014
48,458 894 1,310 46,254
441,986 14,082 157,000 20,062 250,842

200,610 12,721 750 187,139
17,615 52 17,563

796 796
222,692 1,309 157,000 19,297 45,086

273 15 258
1,423,375 598,716 583,800 211,258 29,601

1,423,375 598,716 583,800 211,258 29,601
17,307,453 7,468,642 4,573,333 1,075,677 4,189,801

第1章　支えあい健やかに暮らせるまち 40%

Ⅳ　分野別事業費内訳

章 計画期間の
事業費

構成比 財源内訳
節

第3節　子育て支援の充実

第1節　健康づくり・地域医療の充実
第2節　地域福祉の推進

第2章　人と文化を育むまち 5%
第6節　社会保障制度の充実
第5節　高齢者福祉・介護の充実
第4節　障がい福祉の充実

第3章　美しい環境につつまれた安全なまち 5%
第10節　交流の促進
第9節　大学との連携
第8節　スポーツ活動の推進

第1節　「生きる力」を育む学校教育の推進
第2節　信頼され、魅力ある学校づくりの推進

第7節　芸術文化の振興
第6節　読書活動の充実
第5節　歴史の継承と創造
第4節　社会教育の充実
第3節　家庭・青少年健全育成の推進

第4章　活気のある産業のまち 3%
第9節　平和と人権尊重社会の推進
第8節　消費生活の安定
第7節　防犯体制の推進
第6節　交通安全の推進
第5節　消防・救急体制の充実
第4節　防災体制の充実
第3節　水と緑の空間の充実

第1節　環境の保全
第2節　廃棄物対策の推進

第3節　商業の振興

第1節　農業の振興
第2節　工業の振興

第5章　快適な生活環境のまち 36%
第6節　労働環境の整備
第5節　観光の振興
第4節　企業誘致・創業支援

第3節　道路の整備

第1節　市街地整備の推進
第2節　居住環境の充実

第8節　情報化の推進
第7節　都市景観の形成
第6節　下水道の整備
第5節　水道の整備
第4節　交通の充実

第2節　市民参加・協働の推進

第6章　にぎわい・活力のあるまち 3%
第9節　情報公開・広報広聴の充実

第5節　広域連携の推進
第4節　行財政運営・行革の推進
第3節　男女共同参画の推進

第1節　地方創生の推進

合計 100%
　　　　 災害復興

8%
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令和２年度の事業数及び事業費には、繰越明許事業等を含む。
新規及び拡大の事業数については、開始年度を新規又は拡大とし、翌年度以降は継続の事業数としている。
拡大事業数は継続事業数のうち数としている。

拡大
【第1章】
支えあい健やかに暮らせるまち 105 5 100 4

２０２０推進計画【２０２０年度】　事　業　費　集　計　表

分　　　　　野　　　　　別
令和2年度(2020年度)

事　　業　　数 事業費
(単位：千円)

割合新規 継続

6,919,705 40%
【第2章】
人と文化を育むまち 91 4 87 0 927,467 5%

5%
【第4章】
活気のある産業のまち 33 2 31 0 449,219 3%

【第3章】
美しい環境につつまれた安全なまち 57 6 51 0 877,102

36%
【第6章】
にぎわい・活力のあるまち 38 2 36 1 441,986 3%

【第5章】
快適な生活環境のまち 50 3 47 1 6,268,599

8%

合　　　　　　計 377 22 355 6 17,307,453 100%

災害復興 3 0 3 0 1,423,375

会　　　　　計　　　　　別
令和2年度(2020年度)

事　　業　　数 事業費
(単位：千円)

割合新規 継続 拡大
88%

国民健康保険事業特別会計 4 0 4 0 96,025 1%

一般会計 348 20 328 5 15,206,341

0%

介護保険特別会計 16 1 15 1 172,058 1%

霊園事業特別会計 1 1 0 0 20,801

100%合　　　　　計 377 22 355 6 17,307,453

4%

下水道事業会計 3 0 3 0 1,160,178 7%

水道事業会計 5 0 5 0 652,050
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北広島市総合計画（第 5次） 

2020 推進計画 ≪2020 年度≫ 

 

令和 2年(2020 年)3 月 

企画財政部 総合計画課 

   〒061-1192 北海道北広島市中央 4 丁目 2 番地１ 

         電話 011-372-3311 FAX 011-372-3850 

         E-mail : sogo@city.kitahiroshima.lg.jp 


